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1. はじめに 

 旅の起源は奈良時代に始まったとされる。当時の旅は、

簡単に行えるものではなかった。江戸時代には、旅が大衆

化されて庶民の行楽として普及し始めた。この頃は、「名

所図会」や「道中案内」などの出版物によって地方の情報

を得ることができた１）。明治、大正時代では写真や鳥瞰図

などが普及し、昭和初期には既に観光パンフレットが発

行されていた。例えば、昭和 9 年に九州商船三角出張所

によって発行された「雲仙天草案内」の鳥瞰図には、外国

人観光客の避暑地として賑わっていた雲仙とともに景勝

地として天草地域が紹介されている２）。天草地域は、東

シナ海・有明海・八代海に囲まれ、熊本県の南西部に

位置する。人口が集中している上島と下島を主として、

大小120余の島々からなる、自然豊かな諸島である。 

自治体や観光協会が発行する観光パンフレットに

は、さまざまなスタイルがあり、街の魅力や観光名所

などが文字、写真、地図などで紹介されている。これ

らの観光パンフレットでは、その時々の観光で重視さ

れるものが紹介されていると考えられる。そこで、天

草地域を対象とし、できるだけ長い期間にわたり多数

の観光パンフレットを収集して、観光スタイルの変遷

を明らかにすることを考えた。本稿では、昭和30年代

から最近までの観光パンフレットを対象として、紹介

された観光名所と土産品・特産品の変遷を明らかにす

ることを目的とする。 

2. 研究方法 

 天草地域を対象として収集できた観光パンフレットの

詳細を表１に示す。天草市立天草アーカイブズが所蔵す

る観光パンフレットとリーフレットが計 527 種で、天草

市立本渡歴史民俗資料館が所蔵する「堀田義久コレクシ

ョン」に含まれる観光パンフレット類が計225種である。

さらに、熊本県立大学で保管していた観光パンフレット

類が計224 種の合計976 種類である。収集した資料は、

スキャンし、デジタル化を行い、詳細なリストを作成した。 

 収集した観光パンフレット類のうち発行年が判明する

ものを対象として、紹介されている、観光名所と土産品・

特産品を数え上げて作成したものが、表２から表４であ

る。表２と表３では平成18年の市町村合併前の市町別に

分類した。記載のない町や発行年は、該当するパンフレッ

トがなかったためである。なお、おおよその発行年のみが

判明するだけのものは表には含めていない。また、紹介さ

れている項目のみを数え上げており、それぞれの項目が

何回紹介されたかを表しているものではない。 

 

表１ 収集した資料の所蔵元と発行年代 

年代 
天草アーカイブズ 

⑤ ⑥ 合計 
① ② ③ ④ 

昭和20年代 2     2 4 
昭和30年代 12     151 163 
昭和40年代 4  2   12 18 
昭和50年代 1  7   17 25 
昭和60年代 
平成元年代 

  15 2  7 24 

平成10年代  140 40 8 104 21 413 
平成20年代  140 22  110 8 280 
平成30年代 
令和元年代 

 14 2  10  26 

年代不明 16     7 23 
合計 35 394 88 10 224 225 976 

注）①〜⑥は以下の通りである。また、天草アーカイブズでは、資料の出所

ごとに資料が分類されているため、①〜④に分けて分類した。①天草自治会

館資料、②参考図書、③行政刊行物資料、④天草郡町村会資料、⑤熊本県立

大学収集資料、⑥本渡歴史民俗資料館「堀田善久コレクション」 
 

3. 天草の観光パンフレットで紹介された観光名所 

（１）昭和30年代から昭和50年代の観光名所 

昭和 30 年代には社員旅行や農協の団体旅行が増加し、

観光が大衆化してきた。宿泊地には温泉地が選ばれるこ

とが多く、温泉地は観光資源となった３）。昭和30年代で

は、「本渡温泉」と「下田温泉」を紹介しているパンフレ

ットが大部分を占めていた。天草地域は昭和31年に雲仙

天草国立公園に編入されたため、観光パンフレットでは

天草地域が国立公園になったことを大々的に紹介してい

る。天草下島では妙見浦や六郎次山、片島、天草西海岸、

天草上島では高舞登山や千厳山、龍ヶ岳などの名勝地が

紹介されることも多かった。また、天草はキリスト教との
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関係も深く、南蛮文化に関係する史跡も数多く紹介され

た。ただし、紹介される分量としては天草下島の本渡と下

田が多かった。なお、大江村観光協会や牛深市観光協会も

独自にパンフレットを発行していた。大江では大江天主

堂や西海岸の名勝地を取り上げており、牛深では漁港や

漁の様子、遠見山公園などの名勝地を紹介している。 

昭和41年に天草五橋が開通したことによって自動車で

も行けるようになったことから、天草全体を紹介するパ

ンフレットが増えた。しかし、実際に紹介されているのは

本渡市内の観光名所がほとんどであった。昭和50 年代に
⼊ると古墳群や碑なども紹介されるようになった。本渡
市では、海底⾃然⽔族館、天草海上ロープウェーなども登
場し、紹介される観光名所の変化が読み取れた。 

（２）昭和60年代から平成初期の観光名所 

 昭和 60 年代になると、各地で様々な施設が建設された。
「天草切⽀丹」に関する施設が⼤江と⼤⽮野に、観光セン
ターが有明や⽜深にできた。さらに、キャンプ場や海⽔浴
場の紹介も増え、⾒学するだけでなく、実際にアクティビ
ティを楽しむ様⼦や施設なども紹介されるようになった。 

本渡では今までと同様に切⽀丹に関する史跡や施設な
どが紹介されていた。しかし、下⽥は昭和30 年代以降は、
紹介される回数が減少した。これは、本渡に主要な観光名
所が集中していたことと温泉地が主要な観光名所ではな
くなってきたことが関係すると考えられる。 
（３）平成10年代以降の観光名所 

 平成 10 年代になると、それぞれの⾃治体が独⾃で観光
パンフレットを発⾏しており、様々な地域の観光名所が
詳しく紹介されている。また、平成18 年の市町村合併に
より、天草上島は上天草市、天草下島は天草市と苓北町と
なった。合併後も、今までと同様に、⻄海岸、切⽀丹の史
跡や施設などが紹介されている。また、どの⾃治体でも神
社や寺院を多く紹介している傾向にある。 
 平成20 年代以降には、⼣⽇や星空などの景観が紹介さ
れるようになった。また、崎津の集落が世界遺産に登録さ
れ、積極的に紹介されるようになった。 
4. 天草の観光パンフレットで紹介された土産・特産品 

（１）民芸品と工芸品 

 平成 10 年以前までは⺠芸品と⼯芸品は⼟産品と特産
品の中でもパンフレットに紹介される回数が多かった。
その中でも、天草更紗、天草⼈形、バラモン凧、南蛮⼿毬、
窯元の陶芸品などが多く紹介されていた。さらに、昭和

50 年代以降は天草打刃物、昭和 60 年代以降は⽵細⼯な
どの⼯芸品も紹介され始めた。平成30 年には天草の窯元
だけをとりあげたパンフレットもできた。 
 しかし、平成10 年代以降は⺠芸品と⼯芸品の紹介は他
の項⽬に⽐べて少なくなった。紹介される⼟産品と特産
品の全体の数は変わらないが、海産物や農産物の紹介が
増加したからである。特に、市町村合併後に発⾏されたパ
ンフレットは、地域の海産物や農作物を紹介する傾向に
ある。⺠芸品と⼯芸品は時代によって紹介されるものに
⼤きな変化はないが、紹介される割合は減少した。 
（２）海産物と海産物の加工品 

 昭和 41 年の天草五橋開通以前は⼲し蛸などの乾物や
ウニの瓶詰めなどの加⼯品が主に紹介された。開通後は、
養殖された鯛や伊勢海⽼などの⽣鮮品も紹介され始めた。
昭和 50 年代には乾物や瓶詰め以外の加⼯品として⿂の
練り物や塩なども紹介された。昭和60 年代には紹介され
る海産物の種類が増えた。平成10 年以降は、ブランド化
された商品や⿂醤などの新たな加⼯品も紹介されている。 
 昭和 50 年代以前は⾷事に関する紹介は少なかった。た
だし、「ぷすやき」「さしつけ」「伝楽串焼」などの郷⼟料
理は紹介されていた。しかし、平成10 年代以降には、新
鮮な海鮮料理や郷⼟料理を⾷べることのできる⾷事処も
紹介されるようになった。 
時代が変化しても乾物などの加⼯品は紹介され続けて

いる。また、養殖の広がりなどによって紹介される海産物
の種類が増え、特に新鮮な海産物の紹介が増加した。また、
海鮮丼などの⿂料理も紹介されるようになった。 
（３）農産物と農産物の加工品 

 農産物とその加⼯品では海産物と同様に、天草五橋開
通以前は椿油などの加⼯品や佃煮などの⽇持ちするもの
が主に紹介された。開通後には、天草地域の温暖な気候を
利⽤したデコポンや蜜柑などの柑橘類が多く紹介される
ようになった。 

昭和 60 年代には果物の⽸詰、⿊砂糖、⼤⾖加⼯品など
やシモン芋などの新たな農作物とその加⼯品も紹介され
るようになった。近年ではブランド化された各⾃治体の
特産品である野菜や果物のほか、オリーブオイルや焼酎
などの加⼯品も紹介されるようになった。付加価値の⾼
いものが紹介されるようになったと⾔える。 
（４）菓子類 

菓⼦類は時代による変化はあまりない。昭和30 年代に
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表２ 昭和 30 年から平成 4年までの観光パンフレットで紹介された観光名所 
和
暦 

現 天草市 現 上天草市 
苓北町 

本渡市 牛深市 天草 河浦 有明 倉岳 栖本 御所浦 松島 大矢野 龍ヶ岳 姫戸 
S30   角橋/鬼海ヶ浦/妙見浦/玄武崎           

S31 
丸尾ケ岳/十万山/明徳寺/三宅藤兵衛墓/木山弾正墓/城山公園/千

人塚/祇園橋/南公園/水族館/天草温泉/染岳/諏訪神社 

大島/牛深神社/魚貫炭鉱地帯/石
神山/九州真珠養殖場/牛深炭鉱/
金比羅山/六郎次大観山/片島 

天草灘/大江天主堂/吉井勇歌碑/穴観
音/北請稲荷神社/トリゴニア/大加瀬/

小加瀬/伏魔洞/遊覧貸し切船/海水浴 
     

松島/千嚴山/天草富士/前島/池
島/仏島/兄弟島/瀬島/不知火塚/

老獄/阿村大戸崎 
 

竜ヶ岳/
鍾乳洞/
樋島 

  

S33 本渡城/殉教戦千人塚/本渡温泉/丸尾ヶ岳/城山公園/十万山/木山
弾正の墓/明徳寺/染岳観音像/開閉橋/水族館 

牛深港 羊角湾/大江天主堂 
崎津 
天主堂 

    天草松島  竜ヶ岳   

S34 丸尾ケ丘/十万山/城山公園/明徳寺（異人地蔵）/ルルドの洞窟/
三宅藤兵衛墓/染岳/諏訪神社/本徳稲荷神社/瀬戸開閉橋/祇園橋/
南公園/鈴木神社/東向寺/五色島の海水浴場/隠れキリシタン墓碑

/新天草温泉 

 天草灘      天草松島     

S35 丸尾ケ丘/十万山/城山公園/明徳寺（異人地蔵）/ルルドの洞窟/
三宅藤兵衛墓/染岳/諏訪神社/本徳稲荷神社/瀬戸開閉橋/祇園橋/
南公園/鈴木神社/東向寺/五色島の海水浴場/隠れキリシタン墓碑

/新天草温泉/茂木根海水浴場 

牛深港 羊角湾/大江天主堂 
崎津 
天主堂 

      竜ヶ岳   

S38 本渡城/殉教戦千人塚/本渡温泉/丸尾ヶ岳/城山公園/十万山/木山
弾正の墓/明徳寺/染岳観音像/瀬戸開閉橋/本徳稲荷神社 

牛深港 下田温泉/龍仙島/大江天主堂 
崎津 
天主堂 

    千厳山 大矢野島   富岡港/首塚 

S41 丸尾ケ丘/十万山/城山公園/明徳寺（異人地蔵）/ルルドの洞窟/
三宅藤兵衛墓/染岳/諏訪神社/本徳稲荷神社/瀬戸開閉橋/祇園橋/
南公園/鈴木神社/東向寺/青松白砂海水浴場/五色島の海水浴場/

隠れキリシタン墓碑/若宮公園 

遠見番所跡/竜仙島/無量寺 妙見ヶ浦/大江天主堂 
崎津 
天主堂 

老岳/正覚寺/林又
右衛門兄弟墓 

石舟 
小ヶ倉観音/栖本

城跡 
 

五号橋/千厳山公園/高舞登公園/

中島植物園/大戸岬古墳/不知火塚 

大矢野城跡/天草四郎教
会跡/宮津公園/大雲山
公園/慈育観音堂/湯島 

龍ヶ岳 
観海アルプス/ 

権現山鍾乳洞 

冨岡城跡/千人塚/曲
崎/山陽詩碑/林芙美
子文学碑/鎮道寺/志
岐城跡/仏崎坂 

S44 キリシタン墓地/千人塚/天草海底自然水族館/茂木子海水浴場/佐
伊津海水浴場/祇園橋/キリシタン館/明徳寺/染岳観音像/十万山/

瀬戸開閉橋/ボーリング 
 大江天主堂 崎津 

天主堂 
老岳/正覚寺/林又
右衛門兄弟墓 

   
五号橋/千厳山公園/高舞登公園/

中島植物園/大戸岬古墳/不知火塚 
    

S47 九商展望レストハウス/丸尾ケ丘/十万山/城山公園/明徳寺（異人
地蔵）/南公園/染岳観音院/キリシタン墓碑群/木山弾正の墓/ 

若宮公園/殉教公園/千人塚/キリシタン墓地 
遠見番所跡/竜仙島/無量寺 妙見ヶ浦/大江天主堂 崎津 

天主堂 
老岳/正覚寺/林又
右衛門兄弟墓 

 
小ヶ倉観音/栖本

城跡 
 

五号橋/千厳山公園/高舞登公園/

中島植物園/大戸岬古墳/不知火塚 

大矢野城跡/天草四郎教
会跡/宮津公園/大雲山
公園/慈育観音堂/湯島 

龍ヶ岳 
観海アルプス/ 

権現山鍾乳洞 
 

S49 

 

牛深海中公園/砂月海水浴場/茂
串海水浴場/魚貫崎海水浴場/久
玉城跡（海城）/竜仙島/獅子吼
岬/遠見山/六郎次山/通天公園/

鶴葉山公園/羊角湾 

           

S55 殉教公園/天草の乱激戦地/祇園橋/十万山公園/海底自然水族館/
天草海上ロープウェイ/天草郷土資料館/妻の鼻古墳/丸尾ヶ岳/ 
ルルドの洞窟/兜梅/鈴木神社/東向寺/染岳霊場/天草瀬戸大橋/ 

三宅藤兵衛の墓/明徳寺/南公園 

       松島温泉/松島展望船     

S56 本渡市立歴史民俗資料館             

S58 天草キリシタン館/天草瀬戸大橋/祇園橋/海底自然水族館/妻の鼻
墳墓群/志柿大松戸古墳/楠浦新田古墳/下浦須森古墳/船ノ尾尾越
の板碑/茂木根の横穴古墳/立浦の板碑/礎石/下浦丸太薬師堂の板
碑/亀川古寺古墳群/眼鏡橋/三宅藤兵衛の墓/木山弾正の墓/伊賀
倉権現古墳群/東向寺/鈴木明神伝碑/染岳の霊場/明徳寺/延命地
蔵/金浜城石垣/諏訪神社/高札/遊行僧像/ロザリオと壺/あぶみ 

            

S60 

 

砂月海水浴場/茂串海水浴場/魚貫
崎海水浴場/牛深海中公園/久玉城
跡/遠見番所跡/大蛇池/竜王宮/
鶴葉山公園/遠見山公園/水仙公園 

下田温泉/大江天主堂/妙見浦/大ヶ瀬/

小ヶ瀬/白鶴浜/十三仏/羊角湾/おまん

がいけ/西平椿公園/五足の靴遊歩道 

          

S61   大江天主堂           

S63 殉教公園/天草の乱激戦地/祇園橋/十万山公園/海底自然水族館/
海上ロープウェイ/天草郷土資料館/妻の鼻古墳/丸尾ヶ岳/ルルド

の洞窟/兜梅/鈴木神社/東向寺/染岳霊場/天草瀬戸大橋/ 
三宅藤兵衛の墓/明徳寺/南公園/歴史民俗資料館/施無畏橋 

            

H2 殉教公園/天草の乱激戦地/祇園橋/十万山公園/海底自然水族館/
天草海上ロープウェイ/天草郷土資料館/妻の鼻古墳/丸尾ヶ岳/ル
ルドの洞窟/兜梅/鈴木神社/東向寺/染岳霊場/天草瀬戸大橋/ 
三宅藤兵衛の墓/明徳寺/南公園/歴史民俗資料館/施無畏橋 

   
老岳/老岳神社/仏
崎観音/ｻﾝﾀﾏﾘｱ館/
正覚寺/神楽崎 

        

H3 

     
古墳群/倉岳神
社/諏訪神社/

観乗寺 

栖本城跡/法界
平等碑/利明寺
/円性寺(金剛
力士像)/小ヶ

倉観音 

黒島ｷｬﾝﾌﾟ場/マリ
ンビーナス(ｼﾝﾎﾞﾙﾀ
ﾜｰ)/菅原神社/春日

神社 

  

竜ヶ岳
山頂ｷｬ
ﾝﾌﾟ場 

東海岸/小島公
園ｷｬﾝﾌﾟ場/諏訪
公園ｷｬﾝﾌﾟ場/矢
獄神社/姫石神
社/霊光寺 

 

H4 殉教公園/天草の乱激戦地/祇園橋/十万山公園/海底自然水族館/
海上ロープウェイ/天草郷土資料館/妻の鼻古墳/丸尾ヶ岳/ルルド

の洞窟/兜梅/鈴木神社/東向寺/染岳霊場/天草瀬戸大橋/ 
三宅藤兵衛の墓/明徳寺/南公園/歴史民俗資料館/施無畏橋 

            

表３ 平成 8 年から令和元年までの観光パンフレットで紹介された観光名所 
和
暦 

現 天草市 現 上天草市 
苓北町 

本渡市 牛深市 天草 河浦 五和 新和 有明 倉岳 栖本 御所浦 松島 大矢野 龍ヶ岳 姫戸 
H8 ｷﾘｼﾀﾝ墓地/瀬戸歩道橋/天草瀬戸

大橋/眼鏡橋/天草四郎時貞像/殉
教公園/天草の乱激戦地/祇園橋/

十万山公園/海底自然水族館/海上
ﾛｰﾌﾟｳｪｲ/天草郷土資料館/妻の鼻古
墳/丸尾ヶ岳/ﾙﾙﾄﾞの洞窟/兜梅/鈴
木神社/東向寺/染岳霊場/天草瀬
戸大橋/三宅藤兵衛の墓/明徳寺/

南公園/歴史民俗資料館/施無畏橋 

     

老岳/リップルラン
ド/四郎ヶ浜ビーチ
/正覚寺/仏崎観音/

老岳神社 

   
海中展望船「まつし
ま」/天草ロザリオ

ライン 
    

H10 天草キリシタン館 牛深海中公園/すいせん公園/
うしぶか公園  崎津天主堂     

かっぱ
街道  天草五橋     

H11 殉教公園（キリシタン）/海上ロ
ープウェー/天草キリシタン館 

牛深温泉センター/遠見山展望台/
獅子吼岬/うしぶか海彩館 

五足の靴/鬼海ヶ浦/妙見浦/十三仏崎/温
泉センター/五足の靴/ロザリオ館/大江

天主堂/轟の滝 
崎津天主堂 

イルカ 
ｳｫｯﾁﾝ
ｸﾞ 

 
有明温泉さざ波の湯/ﾘ
ｯﾌﾟﾙﾗﾝﾄﾞ(道の駅有
明)/四郎が浜ﾋﾞｰﾁ 

   
海中展望船「まつし
ま」/天草ロザリオラ

イン 

天草四郎メモ
リアルホール

/花園 

ミュー
イ天文
台 

 
苓北火力発電

所 

H12    
崎津天主堂/
海上コテージ           温泉 

H13 
天草キリシタン館 牛深海彩館/牛深ハイヤ大橋 

下田温泉/大江天主堂/天草ﾛｻﾞﾘｵ館/白鶴
が浜海水浴場/十三仏崎/与謝野夫妻歌碑

/ﾙﾙﾄﾞの聖母/五足の靴遊歩道/ 
轟万太郎村ｷｬﾝﾌﾟ場 

崎津天主堂 

イルカ 
ｳｫｯﾁﾝ
ｸﾞ/通
詞島 

      

天草四郎メモ
リアルホール
/大矢野物産
館さんパール 

   

H14 

 牛深沖 
かもめウォッチング  海上ｺﾃｰｼﾞ           

四季咲岬/冨岡海
中公園/九州西海
岸/冨岡城跡/五足
の靴/古戦場仏木
坂/無念坂/鎮道寺
/国照寺/冨岡稲荷
神社/麟泉の湯/苓

北町プール 

H15 天草ｷﾘｼﾀﾝ館/本渡歴史民俗資料

館/ｷﾘｼﾀﾝ墓地/瀬戸歩道橋/天草

瀬戸大橋/眼鏡橋/天草四郎時貞
像/殉教公園/天草の乱激戦地/祇

園橋/十万山公園/天草郷土資料

館/妻の鼻古墳/丸尾ヶ岳/ルルド

の洞窟/兜梅/鈴木神社/東向寺/
染岳霊場/三宅藤兵衛の墓/ 

明徳寺/南公園 

大河ドラマ武蔵撮影地/砂月海水

浴場/うしぶか海彩館/牛深ハイヤ
大橋/うしぶか公園/水中展望船 

サブマリン号/茂串海岸/桜木展望

台/鶴葉山公園/遠見山/竜王宮/大

蛇池/牛深海中公園/ 
六郎次山/権現山 

白鶴が浜海水浴場/十三仏崎/与謝野夫妻

歌碑/天草ロザリオ館/ルルドの聖母/ 

五足の靴/轟万太郎村キャンプ場/ 
下田温泉センター 

愛夢里/天草ｺ
ﾚｼﾞｮ館/海上ｺ

ﾃｰｼﾞ/ﾁｬﾍﾟﾙの

鐘展望公園/

小高浜海水浴
場/ｻｻﾞﾝｶﾛｰﾄﾞ

/河内浦城跡

公園 

イルカ 

ｳｫｯﾁﾝｸﾞ 

ハマボウの群生/棚田/ 

ポイントパーク/竜洞山/竜の穴/ 

大宮地五輪島群/神掛けの滝/麟仙宮
/クジラ公園/経塚 

正覚寺/サンタマリア館
/有明温泉さざ波の湯 
/ﾘｯﾌﾟﾙﾗﾝﾄﾞ/四郎ヶ浜
ﾋﾞｰﾁ/仏崎観音/ 
神楽崎/老獄神社 

えびすビーチ/倉岳神
社/倉岳霊水/倉岳/ 

大金寺古墳群/江岸寺/ 
諏訪神社/境目古墳 

栖本温
泉/河童
ロマン
館/小ヶ
倉観音/
利明寺/
円性寺/
栖本城
跡/自慢
の滝/か
っぱ街
道 

御所浦

白亜紀

資料館/
花岡山/

黒島/弁

天島/烏

峠/菅原
神社/横

浦島 

パールライン遊覧/菜
の花園/千厳山/高舞登
山/天草ビジターセンタ

ー/松島温泉 
 

天草四郎ﾒﾓﾘｱ
ﾙﾎｰﾙ/大矢野
物産館さんぱ
ーる/天草四
郎公園/愛の
鐘/大矢野温

泉 

ﾐｭｰｲ天文
台/竜ヶ
岳/不知
火海/高
戸神社 

白獄森
林公園/
小島公
園/諏訪
公園/姫
戸公園/
姫石神
社 

海中公園展望台/

四季咲岬公園/海
中公園遊歩道/白
岩崎キャンプ場/
冨岡海水浴場/麟
泉の湯/冨岡海中
公園/冨岡城跡/志
岐城跡/木山弾正
無念坂/鎮道寺 

H17   大江天主堂  イルカ 
ｳｫｯﾁﾝｸﾞ 

         富岡城跡 

H19 

本渡海水浴場/ 
本渡歴史民俗資料館 

牛深海中公園/牛深の島々/茂
串海水浴場/砂月海水浴場/ 

魚貫崎海水浴場 

下田温泉/大ヶ瀬/小ヶ瀬/ 
大江天主堂/白鶴が浜海水浴場/ 
天草ロザリオ館/五足の靴遊歩道 

チャペルの鐘
展望台/小高
浜海水浴場/
天草コレジョ

館 

イルカ 
ｳｫｯﾁﾝｸﾞ 

 四郎ヶ浜海水浴場/ 
老岳/南蛮寺跡 

えびすビーチ/ 
倉岳の石垣  

烏峠/
御所浦
白亜紀
資料館 

五橋/わくわく海中水
族館ｼｰﾄﾞﾅﾂ/天草ﾋﾞｼﾞﾀ
ｰｾﾝﾀｰ/白寿海水浴場/弓
ヶ浜海水浴場/唐船ヶ
浜海水浴場/松島海水
浴場/樋合海水浴場/西
目海水浴場/千厳山/高
舞登山/太郎丸山/次郎
丸岳/新四国霊場/観海ｱ
ﾙﾌﾟｽ/天草ﾊﾟｰﾙ･ﾏﾘｱ館 

 

高戸海

水浴場/

龍ヶ岳/
ミュー

イ天文

台 

  

H20 

十万山/帽子岳神社/瀬戸歩道橋/
粟島神社/住吉神社/祇園神社/亀
川古寺古墳群/金比羅大権現/亀
川十五社/ミニ巡礼/熊野座神社
志安神社/亀川ダム/帽子岳/かっ
ぱの証文/棚田/地蔵さま/バイオ
トイレ/トックリ墓/枦宇土神社/
鏡橋/楠浦ダム/十万山/上の山/
楠浦新田古墳/えびす神社/宗像
本家/あたご神社/ふるさと歴史
探訪コース/自然散策コース/海
辺コース/五色島無人キャンプ場
/伊賀倉権現/立浦の板碑/東向寺
/鈴木神社/鈴木重成公/不動の滝

/矢筈岳/百貫の滝/行人岳/ 
ホタルの里/石橋/桜並木菜の花/ 
八十八ヶ所地蔵/屋形菅原神社/ 
宮地岳神社/中岳川/亀ケ渕/角岳 

牛深温泉センター/かっぱ伝説/久
玉城跡/正光寺のイチョウの樹/眼
鏡橋/西国三十三観音蔵/六郎次山
/椎木崎古墳/下馬刀島/古道の水/
魚貫崎海水浴場/アコウの木/日輪
碑/遠見岳見張番地跡/三日月瀬/
南天からの夕陽（日本夕陽 100
景）/魚貫住吉神社/池田池/竜王
宮/横田良一生誕の地/宮が島/亀
浦の宝物/弁財天島/記念碑（人/

歴史）/早浦阿蘇神社/ 
松尾神社/姫の河内の木/石神様/ 

太田神社/亀浦神社 

お万ヶ池/製塩所/大江天主堂/天草西海
岸の夕陽/大ヶ瀬/小ヶ瀬/ルルドの聖母/
天草ロザリオ館/大江天満宮/大江八幡宮
/江月寺/稲荷神社/十五柱神社/八坂神社
/金比羅神社/下津深江川/轟の滝/下田温
泉センター/白鷲館/温泉神社/温泉給湯
販売所/さくら公園/五足の湯/湯の本橋/
下田公園/えびす神社/碑（五足の靴・天
皇宿泊）/五足の靴文学遊歩道/夕陽スポ
ット/ブルーガーデン（西海岸一望）/門
前町//官山物語/龍王権現物語/福連木子
守唄公園オートキャンプ場/福連木十五
社宮/福連木子守唄/猫石稲荷神社/山神
様/説教所/火の神様/山王山/観音様/地
蔵（志田原・新田・石立）/ことの神様/
五足の靴文学遊歩道・展望所/鬼海浦海
岸/宝来島/エルエスアイ天草/小田床窯/
笠松公園/天草陶石/志賀神社/隣峰寺/高
野山の僧の墓/高浜八幡宮/十三仏公園/
白鶴浜海水浴場/十五社/諏訪神社/えび
す神社/稲荷神社/街並み/高浜西平 

  

はまぼう群生地/仕切り網漁体験/小
宮寺新田/大杉溜池/明栄寺/くじら公
園/小宮寺城跡/かっぱの証文/西福寺
/楊貴妃像/竜洞山みどりの村/竜洞山
ｳｫｰｸﾗﾘｰ/龍伝説/立海水浴場/教育施
設跡（寺子屋・分教場跡）/天草仏
舎利塔/宮島（えびすさま）/諏訪宮/

二本木金比羅/天満宮/金比羅大権現/

竜の穴/展望所/天草酒造/ｷｬﾝﾌﾟ場/神
掛けの滝/大宮地八幡宮/清流/大宮地
川発電所/五輪の塔/大宮地の新田/大
宮地川/飛石/天草ゆ楽園/亀が淵（清
流）/大淵（清流）/水神様/竹行燈/

黒蔵菩薩/正教寺/金比羅宮公園/地蔵
/鍋割山/天附の古墳/横島/経塚/麟泉
宮/十五社宮/恵比寿大神宮/海潮寺/

如意輪観音蔵/惣津島/新和海洋セン
ター/天満宮/馬の足跡（碑）/上床み
かんばたけ/入江公園彼岸花/バラモ
ン凧の里/ほたる/えびす神社/稲荷大

明神/力石/十五社宮/田の神様/ 

菅原神社/親崎竜神様 

四郎ヶ浜海水浴場/稲
荷神社/天満宮/記念碑
/共同井戸/ｷﾘｼﾀﾝ軍上
陸の地/赤崎神社/赤崎
漁港（夕陽）/大神宮/
八幡宮/弁財天神社/塩
竈神社/八坂神社/楠甫
神社/弾正宮/八坂神社
/阿弥陀如来像/いぼ神
様/住吉神社/弁財天/
金比羅宮/十五社宮/え
びす様/天満宮/大浦花
公園/大浦阿蘇神社/大
浦漁港/ｷﾘｼﾀﾝの伏せ墓
/天満宮/六地蔵様/大
浦阿蘇神社/ｻﾝﾀﾏﾘｱ館/
石かむり/地蔵様/竹島

/老岳 

投石からの眺望/浦城
跡/浦川/名桐古墳/碑
（慰霊碑/人物）/大王
宮/阿蘇宮/住吉宮/浦
新田/棚田/倉岳/鳴川
小渓谷/鳴川観音/鳴川
海岸/宮崎棺墓群/医師
観音/棚底城跡/石垣群
跡/こぐり/江岸寺/棚
底諏訪神社/倉岳山頂
桜ロード/鯛夢トンネ
ル/えびすビーチ/金比
羅宮/神様鰻/水上大明
神/八幡宮/境目古墳/
大えびす像/えびす茶

屋 

  

五橋/わくわく海中水
族館シードナツ/天草
ビジターセンター/松
島海水浴場/樋合海水
浴場/西目海水浴場 

  

小島海
水浴場
/諏訪
海水浴
場 

 

H21 明徳寺/西野久保公園/鈴木神社/
東向寺/延慶寺/祇園橋/ 
本渡歴史民俗資料館 

   
天草イ
ルカワ
ールド 

          

H22 

      

神楽崎/鬼塚古墳/えび
す様/須子諏訪神社/稲
荷社/天満宮/祇園社/
地蔵/金比羅宮/十五社

宮/八幡宮 

        

H24 

      

いしとぼけ/ミズハメ
ノミコト/小竹林庵跡
地/寺子屋後/耕丸跡地
/池田屋本家跡/曹洞/
功徳庵/六地蔵塔/小島
子城跡/地蔵堂 

        

H30 

天草キリシタン館/本渡歴史
民俗資料館/ペルラの湯船 

遠見山/小森海岸/牛深温泉/
牛深海域公園 

下田温泉/天草夕陽八景/妙三浦/湯本の荘 
夢ほたる/大江教会/天草ﾛｻﾞﾘｵ館/大ヶ瀬/ 

/海上マリア像/十三仏公園 

天草コレジョ
館/崎津集落/

崎津教会/ト

ウヤ/崎津諏

訪神社 

ｷﾘｼﾀﾝ墓
碑群/ｲﾙｶ
ｳｫｯﾁﾝｸﾞ 

  倉岳  
御所浦
白亜紀
資料館 

     

R1 
祇園橋 

遠見山/小森海岸/牛深温泉/牛深
海域公園/茂串/天門橋/ 

牛深ハイヤ大橋 

天草夕陽八景/下田温泉/花菖蒲/ 
大江教会/大ヶ瀬/小ヶ瀬/ｼｬﾘﾝﾊﾞｲの丘/ 
西平椿公園/十三仏公園/妙見浦 

天草コレジ
ョ館/崎津集

落 
  

湯島/有明海/ 
楠浦眼鏡橋 

倉岳   
高舞登山/天草松島/ 

千厳山/ 
フィッシャリーナ天草 

東大維橋/維
和島/天草四
郎ﾐｭｰｼﾞｱﾑ 

三つ岩/
竜ヶ岳/
ﾊｰﾄ岩 

 
白岩崎/冨岡半島
/冨岡稲荷神社/
冨岡城/おっぱい岩 
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表４ 観光パンフレットで紹介された⼟産品と特産品  
和暦 民芸・工芸品 海産物・加工品 農産物・加工品 菓子類 畜産 

S29 
天草更紗/天草人形/水の平焼
/高浜焼/天草焼/真珠 

ウニ/磯かの/沖錦/桜干/するめ/ 
干し蛸/焼き蛸 

椿油/山椒佃煮/山葵漬
/松茸/ポンカン/びわ 

海老煎餅/南蛮羊羹/ 
天草羊羹/四郎饅頭 

 

S30    四郎おこし  

S31 
天草更紗/天草人形/ 
水の平焼/広山焼 ウニ/するめかんびん 椿油 

ウニ煎餅/海老煎餅/ 
天草のなだ/南蛮羊羹/ 
天草羊羹/四郎饅頭 

 

S34 天草更紗/天草人形/水の平焼
/広山焼/貝細工/真珠 

ウニ/するめかんびん/わかめ/ 
するめ/干蛸/焼蛸/磯かのこ/ 

沖もみじ 
椿油/煮山椒 

ウニ煎餅/海老煎餅/天草のなだ/
南蛮羊羹/天草羊羹/ざぼん漬/黒
糖おこし/黒まん/ウニ豆/南国豆 

 

S35 
天草更紗/水の平焼/天草焼/
高浜焼/天草人形/ 
広山焼/真珠 

磯鹿の子/するめかんびん/沖に
しき/桜干/するめ/わかめ 

椿油/山椒佃煮/ 
わかび漬 

海老煎餅/南蛮羊羹/天草羊羹/ 
天草四郎饅頭/四郎おこし/ 

天草のなだ 

 

S36     黒牛 
S37 貝細工 かに/えび ザボン漬/ポンカン   

S38 
天草更紗/水の平焼/天草焼
/高浜焼/天草人形/広山焼

/真珠 

磯鹿の子/するめかんびん/沖にしき
/桜干/するめ/わかめ 

椿油/山椒佃煮/ 
わかび漬 

海老煎餅/南蛮羊羹/天草羊羹
/天草四郎饅頭/四郎おこし/ 

天草のなだ 

 

S40 
天草更紗/水の平焼/天草

焼/天草人形 
ウニ/磯かのこ/沖錦/桜干/する
め/干し蛸/するめかんびん 椿油/山椒佃煮 海老煎餅/煉羊羹  

S41 
天草更紗/南蛮手毬/水の
平焼/広山焼/天草伽石南
蛮鏡/南蛮手毬/真珠 

乾物/わかめ/伊勢海老/ 
かに/ウニ/とさか/みりん干 

ザボン/椿油/みかん/
パイン/ポンカン/梅 

南蛮羊羹/海老煎餅/天草の
なだ/ウニ煎餅/あられ 

 

S42 真珠     

S44 
水の平焼/広山焼 
/丸尾焼 

鯛/ウニ/桜干し 
干し蛸/わかめ 

 海老煎餅/南蛮羊羹  

S45  干し蛸/わかめ/とさか/干物/
粒うに 

   

S47 天草パール/天草陶石細工
/貝細工/水の平焼 

ウニ/するめのかんびん/ 
タコの燻製 

ザボン漬/ 
天草ポンカン 

  

S48 

天草更紗/南蛮手毬/水の平
焼/広山焼/丸尾焼/砥石/
木目石/貝細工/陶石細工/
キリシタン人形/ 
天草歴史人形/真珠 

伊勢海老/ウニ/干蛸/天草パール
漬/真珠の貝柱漬/イワシの丸干
し/桜干/するめかんびん/たこの
薫製/干し海老/かに/わかめ 

ザボン漬/ザボン/椿油
/甘夏みかん/みかん/

パイナップル/ 
ポンカン/梅 

南蛮羊羹/ウニ豆/南国豆/ 
ウニあられ/海老煎餅/ 
天草のなだ/いもおこし 

 

S52 真珠 
ウニ/さくら干/えび/からすみ
/かまぼこ/わかめ/海藻類/する
めかんびん 

甘夏みかん/ポンカン   

S53 
南蛮手毬/バラモン凧/水の平
焼/天草打刃物/丸尾焼/ 

天草焼末吉窯 
削り節/たこの花/粒うに/塩 天草椿/天草油脂 

いもおこし/いもあられ/いも飴/
ウニ豆/豆福豆/天草嶋羊羹/ 

海老煎餅/天草灘 

 

S55 
南蛮手毬/水の平焼/丸尾焼/
天草焼末吉窯/天草泥人形/ 
バラモン凧/真珠 

ウニ/干し蛸/イワシの丸干/桜
干/するめかんびん/えび/わかめ
/とさか/蒲鉾/海苔/いりこ/ 

ひじき/たこの花 

ポンカン/みかん/甘夏
みかん/椿油/黒砂糖/

煮山椒 

天草嶋羊羹/ウニ豆/天草サブレ/
海老煎餅/いもおこし/更紗夫人/

いも類菓子 

 

S56 
南蛮手毬/水の平焼/丸尾焼/
天草焼末吉窯/天草泥人形/ 

バラモン凧 

生うに/からすみ/車海老/かに/ふ
ぐ/とさか/鯛/さざえ/鮑/ひじき/
桜干/蒲鉾/するめかんびん 

ポンカン/甘夏/みかん
/黒砂糖 

海老煎餅/天草島羊羹/ウニ豆/ 
天草サブレ/いもおこし/ 
更紗夫人/いも菓子類 

 

S58 
南蛮手毬/バラモン凧/水の平
焼/天草打刃物/丸尾焼/天草
焼末吉窯/天草泥人形/真珠 

ウニ/干し蛸/イワシの丸干/桜干/
するめかんびん/えび/わかめ/とさ
か/蒲鉾/海苔/煮山椒/いりこ/ひじ

き/たこの花 

ポンカン/みかん/甘夏
みかん/椿油/黒砂糖 

天草嶋羊羹/ウニ豆/天草サブレ/
海老煎餅/いもおこし/更紗夫人/

いも類菓子 

 

S60 
陶磁器/じざいかぎ/ 
雷散魚/陶板/天草木炭/ 

拍子木 

鮑/伊勢海老/鯛/ブリ/からすみ
/するめ/わかめ/牛深かまぼこ/
ししゃも/ウニ/干物/魚肉すり身 

シイタケ 
赤巻/合せ羊羹/こっぱもち/ 
いも羊羹/いも飴/温泉もち/ 
アマチャヅルせんべい 

 

S63 

イカのトックリ/南蛮手毬/ 
バラモン凧/天草泥人形/ 
天草竹細工/亀川刃物/ 
石材彫刻/山の口焼/真珠 

鯛/ハマチ/生うに/サザエ/鮑/えび
/かに/キビナゴ/ちりめんじゃこ/
アジのみりん干/干し蛸/ひじき/す

るめかんびん/海苔/蒲鉾 

天草ポンカン/天草甘夏/
天草みかん/椿油/黒砂糖
/煮山椒/缶詰/手打ち麺/ 
ペカン/味噌/玉緑茶 

天草嶋羊羹/ウニ豆/天草サブレ/
海老煎餅/天草のなだ/更紗夫人/
いも菓子類/カステラ/兜梅/ 
樫の木/栗鹿の子/花びら餅 

乳製品 

H2 

南蛮手毬/水の平焼/丸尾焼/
山の口焼/バラモン凧/天草竹
細工/天草泥人形/亀川刃物/

真珠 

車海老/ウニ/わかめ/とさか/ひじ
き/干し蛸/蒲鉾/たこの花/イワシ
の丸干し/桜干/いりこ/海苔/ 

するめかんびん 

ポンカン/甘夏/甘夏みか
ん/椿油/黒砂糖/煮山椒/
玉緑茶/手打ち麺/手作り
味噌/大豆加工品/ 
缶詰/ペカン 

天草嶋羊羹/ウニ豆/天草サブレ/
海老煎餅/天草のなだ/更紗夫人/

いも菓子類/カステラ/ 
兜梅/樫の木/栗鹿の子/ 
花びら餅/こっぱもち 

乳製品 

H3 真珠 鯛/蟹/さざえ/鮑/キビナゴ/ 
イワシ/ちりめんじゃこ/干物 

シモン/甘夏/びわ 
清見/伊予柑/ししとう 

  

H4 
南蛮手毬/水の平家き/丸尾焼
/バラモン凧/天草竹細工/ 
亀川刃物/真珠 

車海老/ウニ/わかめ/とさか/ひじ
き/干し蛸/たこの花/ 

イワシの丸干/桜干/いりこ/海苔/ 
するめかんびん/蒲鉾 

ポンカン/みかん/甘夏
みかん/椿油/黒砂糖/
煮山椒/玉緑茶/手打ち麺/
手作り味噌/ 

大豆加工品/缶詰 

天草嶋ようかん/ウニ豆/天草サ
ブレ/海老煎餅/更紗夫人/いも菓
子類/カステラ/兜梅/樫の木/栗
鹿の子/花びら餅/こっぱ餅 

乳製品 

H7 
イカのトックリ/南蛮手毬
/バラモン凧/丸尾焼/ 
天草陶石/内田皿山焼/真珠 

鯛/ハマチ/生うに/サザエ/鮑/えび
/かに/キビナゴ/ちりめんじゃこ/ 

アジみりん干/干し蛸 

天草ポンカン/天草甘
夏/天草みかん 

  

H8 
南蛮手毬/水の平焼/丸尾焼/
バラモン凧/天草竹細工/ 
亀川刃物/真珠 

車海老/ウニ/わかめ/とさか/ひじ
き/干し蛸/たこの花/ 

イワシの丸干し/桜干/いりこ/ 
海苔/するめかんびん/蒲鉾 

ポンカン/みかん/甘夏み
かん/椿油/黒砂糖/煮山
椒/玉緑茶/手打ち麺/手
作り味噌/大豆加工品/缶
詰/天草レッド(ぶどう) 

天草嶋羊羹/ウニ豆/天草サブレ/
海老煎餅/更紗夫人/いも菓子類/
兜梅/樫の木/栗鹿の子/ 
花びら餅/こっぱ餅 

 

H10  アラ/鯛 
クラタケシモン/シモ
ン茶/シモンそうめん/

シモン焼酎 

  

H11 
イカのトックリ/南蛮手毬
/天草真珠/バラモン凧/ 
天草更紗/陶石細工 

タコ料理/干物/鯛/ハマチ/チ
ヌ/えび/さざえ/鮑/かに 

ポンカンワイン/天草
ポンカン/天草甘夏/ 
天草みかん/サツマイモ 

杉羊羹/天草嶋羊羹/ 
下田温泉饅頭/こっぱもち/

よもぎ餅 

 

H13  蒲鉾「天領」    

H14 内田皿釜焼/陶器 

干し蛸/車海老/伊勢海老/アンコウ
/トラフグ/鯛/アラ/かに/緋扇貝/
干し蛸/ちりめんじゃこ/蒲鉾「天
領」/みりんぼし/タコ万 

シモン製品/かんちょそば
/デコポン/ポンカン 万十/天草自慢/いも餅/いも飴  

H15 
天草バラモン凧/鍛造打刃物/

天草竹細工/丸尾焼/ 
水の平焼/南蛮手毬 

生うに/一夜干し/蒲鉾「天領」 天草ポンカンワイン/ 
焼酎「天草」/味噌/茶  

黒砂糖/いも餅/いも水飴/ようか
ん/うに豆/ポンカン漬/洋菓子/海
老煎餅/天草のなだ/こっぱもち/
かんころもち/びわゼリー/天草飴
/四郎様のおやつ/南蛮てまり/ 

兜梅/天草ハイヤ 

 

H16 
バラモン凧/鍛造打刃物/
天草竹細工/丸尾焼/ 
水の平焼/南蛮手毬 

生うに/一夜干し/蒲鉾「天領」 
天草ポンカンワイン/
焼酎「天草」/味噌/茶 

黒砂糖/いも餅/いも水飴/南蛮羊
羹/うに豆/ポンカン漬/洋菓子/海
老煎餅/天草のなだ/こっぱもち/
かんころもち/びわゼリー/ 
四郎様のおやつ/天草飴 

乳製品 

H17  トラフグ    

H18  鯛/しらす/アオリイカ みかん   

H19 陶磁器/あんぐり 
鯛/ウニのからすみ/魚醤/蒲鉾
「天領」/ちりめん/海苔/干物
/竹輪/タコ/緋扇貝 

味噌/シモンいも/ 
辛子蓮根 

赤巻/こっぱもち/レアチーズケ
ーキ 

天草大王/ 
梅肉ポーク 

H20 陶磁器 

鯛/ハマチ/ボラ/からすみ/蒲
鉾/鰺のみりん干/川かに/鰻/伊
勢海老/シイラ/碑扇貝/ 

あおのり 

お茶/竹の子/山椒の佃煮
/デコポン/天草晩柑/オ
クラ/ウベ/シモン芋/ 
清見/ミニトマト/稲 

こっぱ餅/赤巻/杉羊羹 和牛 

H21 南蛮手毬/天草竹細工 蒲鉾 南蛮柿ジャム/味噌/茶 
赤巻/クレソンとナッツのクッキ
ー/四郎の初恋/ウニ豆/海老煎餅 天草大王 

H28  干物  杉羊羹  

H30 ガラス工芸/お茶碗/湯呑み 天ぷら/蒲鉾/竹輪/塩/ 
アジのみりん干/干し蛸 

オリーブ/晩柑ポン酢 杉羊羹/イチジクジャム/赤巻 天草大王 

R1 
天草陶石/天草陶磁器/ 

天草謹製 

地ダコ/えび/鯛そうめん/鮑/
ウニ/伊勢海老/緋扇貝/ 

天草謹製 

そば/味噌/オリーブオ
イル/焼酎「天草」/ 

天草謹製 

柑橘ゼリーアイス/赤巻/杉羊羹/
イチジクの菓子/晩柑/デコポンソ
フト/こっぱもち/子守唄饅頭/牧
島恐竜だご/がね揚げ/天草謹製 

天草大王/ 
天草放牧豚/ 
えびすポーク 
/天草黒牛 

注）S：昭和、H：平成、R：令和 

紹介された、海⽼煎餅、「天草のなだ」や⽺羹などは現在
でも銘菓として紹介され続けている。また、海⽼煎餅や杉
⽺羹などを販売している⽼舗の菓⼦店も紹介されている。
平成以降には天草の郷⼟菓⼦の⾚巻も定番となった。ま
た、近年では、地元の特産品を使ったゼリーや洋菓⼦のほ
か、天草四郎にちなんだ菓⼦も紹介されている。 
（４）畜産物 

 昭和 36 年に⿊⽜に関するパンフレットが発⾏された。
ただし、⼟産品向きではなく全国各地に出荷するための
肥育⽜の紹介であった。昭和60 年代には⽜乳などの乳製
品が紹介されるようになった。天草和⽜、天草⼤王、天草
放牧豚などのブランド化された商品が登場して、畜産物
が本格的に紹介されるようになったのは平成 10 年代以
降である。また、近年では、海鮮料理に⽐べると少ないが、
天草⼤王などを使った料理も紹介されている。 
5. まとめ 

 本研究では天草地域で発行された観光パンフレットで

紹介される観光名所、土産品と特産品の変遷を調べた。天

草地域の観光名所は、昭和30年代から現在まであまり変

化はなかった。天草切支丹に関する史跡や施設、西海岸と

東海岸の海の景色、それぞれの山からの景観、神社や寺院

などである。これらの観光名所は、文化財に指定されるこ

とも多く、パンフレットで紹介される回数も多かった。 

 また、土産品と特産品のうち、民芸品と工芸品、菓子類

は時代によって紹介されているものの違いは少なかった。

近年は、海産物や農産物ではより付加価値の高いものが

紹介されるようになった。また、土産品や特産品の中から

厳選された27品目が天草ふるさとブランドである「天草

謹製」として紹介され、生産者の紹介もされるようになっ

てきた。 

謝辞 観光パンフレットを収集するにあたり、天草市立天草アーカイブ

ズの松野恭子様、天草市立本渡歴史民俗資料館の本多康二様に多大なご

支援を受けた。また、本稿は令和２年度熊本県立大学地域おこしスタート

アップ事業による成果の一部である。 
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