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階にある熊本県大阪事務所︒館内では︑パンフ

レット の提供や観光の相談︑企業誘致や︑Ｉターンや︑Ｕターンの
相 談にも対 応して います︒
熊 本県の あらまし
熊 本県は九州の中央部に位置し︑有明海︑八代海︑島原湾︑天草
灘に面しています︒北東部は世界最大級のカルデラを持つ阿蘇山︑
福岡県 との県境 に筑肥 山地︑南 部には 九州山地 が連な ってい ます︒こ れらの 山々から 流れ
る河川 のうち︑ 菊池川 下流に 菊池平野 ︑白川 と緑川の 下流に 熊本平野 ︑球磨 川流域に 人吉
盆地︑ 八代平 野が広が ってい ます︒西 部には １００余 りの島 々から なる天草 諸島が ありま
す︒
気候 は三地域 に分け られ︑平 野部は 夏は蒸し 暑く冬 は冷え 込む内陸 性気候 ︑一方︑ 山間
部は 降水量が 多く︑ 夏は涼 しく冬は 氷点下 までさが り︑積 雪も見ら れます ︒海岸 部と天草
諸島 は暖流 の対馬海 流の影 響で︑一 年を通 して温 暖な海洋 性気候 です︒

文 化︑食 ︑島の生 活など ︑天草の １００ 通りの楽 しみ方 を体感 できると いうも のです︒
ア ドベン チャー大 海道の 中に設 定されて いるジ オパーク 海道で は︑恐竜 の足跡 化石︑ 草
食恐竜の 骨︑ア ンモナイ トなど が発見さ れてい るエリ アが中心 で︑化 石採集を 体験す るこ
とができます ︒御所浦白亜紀資料館では当地で発掘された化石を含む千点の展示物があり︑
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熊本 県は︑ 全国で も指折り の農業 県です︒ 畳表の 原料とな るい草 ︑トマ ト︑スイ カの生
産は全国一位︒阿蘇や九州山地の山麓では棚田での米作のほか︑あか牛︑ブランド豚の﹁ひ
ごさかえ肥皇﹂︑地鶏﹁天草大王﹂など︑﹁くまもとブランド﹂の畜産業が盛んです︒
水 産業で は︑ふぐ ︑車エ ビ︑真 珠︑真鯛 ︑のり の養殖地 として 知られて います ︒
工業は︑ 明治時 代からセ メント ︑製紙︑ 化学工 業が盛ん に行わ れてき ました︒ １９７ ０
年代にな って︑ 熊本空港 や九州 自動車 道が建設 される とＩＣ︵ 集積回 路︶をは じめと する
先端技 術産業が 急速に 発達し︑ 最近で は太陽電 池を生 産する 工場が設 置され るなどハ イテ
ク産業 が発展し ていま す︒
熊本県 の観光
日〜２ ０１２ 年３月

県内 の観光地 は︑今 春に開通 した九 州新幹 線を機に ︑県外 からの集 客に力 を入れて いま
す︒ その筆 頭が︑現 在行わ れている 天草海 道博︵２ ０１１ 年３月

天 草地域全 体が︑ ゲートウ ェイ大 海道︑フ ィッシ ャーマン ズ大海 道︑ア ドベンチ ャー大 海

日 ︶︒ありのままの天草の魅力を体感するパビリオンを持たないユニークな博覧会です︒
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道︑キリシタン大海道︑ハイヤ大海道の五つのエリアに分けられており︑その中で︑歴史︑
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21

１億年 前にタイ ムスリ ップでき ます︒
歴史体験には︑キリシタン 海道がお薦めです︒キ
リスト教と南蛮文化を紹 介する天草コレジョ館があ
り︑天正遺欧少年使節団の足跡を辿るビデオのほか︑
グーテンベルク印 刷機による天草本といった貴重な
資料 が展示 されてい ます︒
最も人気なの は︑フィッシャーマンズ大海道に設
定されてい るイルカ海道︒天草市五和の通詞島周辺
に現れ る野生のミナミハンドウイルカのウォッチン
名以上からガイド付きのクルージン

グが コースに含まれています︒イルカとの遭遇率は
％ と高く︑

エビは ８月下 旬から

月︑ア ワビは ９月から
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月ま で楽しむ ことが できます ︒

宿など で味わ えるグル メイベ ントも開 催され ています ︒天草 有明た こ八料理 は通年 ︑伊勢

さ ら に ︑ 地 元 食 材 を 使 っ た 郷 土 料 理 が 各 旅 館 ︑民

ができ ます︒

グ で イ ル カ の 生 態 や エ コ ツ ー リ ズ ム に つ い て学 ぶ 事
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店が集 合
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階

た ︒こち らも︑熊 本を身 近に感 じること ができ るスポッ トです ︒

ン 時は 蒲 島知 事が店 頭に 立つ 熱の入 れよ うでし

ー エン ︶︑ 馬肉な どが販売 されてい ます︒オ ープ

辛 子レ ンコ ン︑ いき なり 団子︑ 太平 燕︵タ イピ

ンに ﹁熊本 よかもん ショッ プ﹂の ブースが あり︑

ナ ショ ップ があ りま す︒安 土町 二丁目 のロ ーソ

ま た︑ 中央 区にも 熊本 の味 に出会 える アンテ

れば﹂ と仰っ ていま した︒

がて ら立 ち寄 って 熊本 のこ とを知 って いただ け

﹁事 務所 は大 阪駅 のす ぐ近く にあ りま す︒遊 び

紹介し ました︒ 熊本県 大阪事務 所の職 員の方は ︑

以上 ︑熊 本の 魅力 あるス ポッ トのご く一 部を

泉で疲れ を癒し てみては いかが でしょう ︒

そ ぞろ歩 いて愛で るのも 一考︒ 散策後は ︑弱ア ルカリ性 の肌に 優しい﹁ 化粧の 湯﹂菊池 温

秋 が深ま れば紅葉 の名所 菊池渓谷 にも足 を伸ばし たいも の︒清 流菊池川 に沿う 遊歩道を

し た︑グル メスポ ット﹁桜 の小路 ﹂も見 逃せませ ん︒

ャル で紹介 する﹁ ものがた り御殿 ﹂が見物 です︒ また︑県 下から 選りす ぐりの

本の 発展を 果たした 加藤清 正の足跡 ︑西南 戦争か ら明治維 新にい たる熊本 の今昔 をバーチ

戸時 代の城下 町を再 現した エンター テイメ ントで︑ 熊本城 の築城や 土木事 業︑貿 易など熊

新し い観 光施 設と して 注目 を集 めてい るのが 熊本 城に面 する﹁ 桜の馬 場 城 彩苑 ﹂︒江
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︵株 ︶ フ ァッ シ ョ ンビ ジ ネ ス・ 御 堂 筋新 聞

掲載 の 記 事・ 写 真 ・イ ラ ス ト等 の 全 ての コ ン テン ツ 無 断複 写 ︑ 転載 を 禁 じま す ︒
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