
天草市花マップ

1. 天草コレジヨ跡公園（河浦町）

2. 十三仏公園（天草町）

3. 栖本城址公園（栖本町）

4. 西の久保公園（本渡町）

5. 十万山公園（本渡町）

6. 亀川ダム（枦宇土町）

7. 城山公園（船之尾町）

サクラ P１～２

14. うしぶか公園（牛深町）

クンシラン P４

15. 西の久保公園（本渡町）

花しょうぶ P４

18. サザンカロード（河浦町）

サザンカ P６

19. 遠見山すいせん公園（牛深町）

スイセン P６

3

あまくさ
風景街道

16

18

14

13. 内野川沿線（五和町）

シバザクラ P３

11

17. 河内川沿線（栖本町）

コスモス P５

16. はまぼう群生地（新和町）

はまぼう P５

20. 西平椿公園（天草町）

ツバキ P６

7

8

11. 若宮公園（五和町）

10. 広瀬川河川敷（本渡町・今釜町）

ツツジ P３

12. 内野川沿線（五和町）

12

4 15

8. 南公園（南町）

９.広瀬公園（本渡町）

1

20

2

10

17

19

13

5

9

6



２．十三仏公園
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サクラ

十万山公園

１．天草コレジヨ跡公園

河浦町 ４月頃開

天草コレジヨ跡地といわれ、遊
歩道や休憩所が整備されており、
桜やツツジが見られるスポットと
なっています。昔から桜の名所と
して知られ、約200本の桜が一町
田川沿いに咲き誇り、遊歩道から
手が届く高さで楽しむことができ
ます。

天草町 ４月上旬開

北に妙見浦、南に白鶴浜海水浴
場を望む西海岸有数の景勝地であ
り、日本夕日百選にも選ばれてい
ます。園内及び道路沿線には約
300本の桜が咲き誇り、美しい
海岸線とのコントラストを楽しむ
ことができます。



６．亀川ダム

南町 ４月上旬開

市街地の小高い丘にある公園の
広場からは、本渡の市街地を見渡
すことができます。春には丘全体
を覆う、約130本の桜が訪れた
方々を楽しませてくれます。

本渡町 ４月頃開

園内には、花見の丘・みはらし
の丘などの花見ゾーンがあります。
ソメイヨシノや八重桜など14種
類、約400本の桜があり、長期
間桜を楽しむことができます。気
品のある御衣黄桜は一見の価値が
あります。

枦宇土町 ４月上旬開

市民の水瓶となっている亀川ダ
ムには、公園やハイキングコース
が あ り ま す 。 ダ ム 周 辺 に は 約
100本の桜があり、見ごろにな
るとダム湖畔に映る桜を楽しむこ
とができます。

本渡町 ２～４月上旬開

公園内では、河津桜やソメイヨ
シノなど約280本の桜が咲き誇
り、展望所から市街地と満開の桜
を一望することができます。

８．南公園

４．西の久保公園

５．十万山公園

７．城山公園
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船之尾町 ４月上旬開

別名殉教公園とも呼ばれ、園内
にはキリシタン殉教者をしのぶ、
千人塚や天草キリシタン館などが
あり、天草の歴史や文化を感じる
ことができます。園内にある約70
本の桜が満開を迎える時期には、
多くの花見客でにぎわいます。

イベント情報 ４月

一町田さくらまつり
天草コレジヨ跡公園一帯（河浦町一町田）
[問]一町田地区振興会
☎ 0969-76-0380

一町田川沿いに植えられた桜並木の開花時期
にあわせて開催する地域イベントです。青少年
音楽祭やグラウンドゴルフ大会、美しい景色を
楽しめるウォーキングなどのイベントを実施し
ています。

９．広瀬公園

本渡町 ４月上旬開

自然豊かな園内には、野球場や
テニスコートなどの運動施設や遊
具、展望台が整備されています。
園 路 沿 い や 池 の ほ と り に は 約
190本の桜があり、桜のトンネ
ルの中で散策を楽しむことができ
ます。

戦国時代の居城跡に約150本
ものソメイヨシノが咲き誇り、城
跡近くの利明寺には県指定重要文
化財の梵鐘があります。

３.栖本城址公園(栖本城跡)

栖本町 ４月上旬開



↓天草空港

田中畜産
●

城河原郵便局
●

二江↑

旧城河原小
●

● 城河原保育園

11．若宮公園

五和町 ４月下旬開

県内でも珍しいミツバツツジな
ど約800本のツツジが群生して
います。色鮮やかな赤白の花が訪
れた方々を楽しませてくれます。
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ツツジ

若宮公園ツツジまつり
若宮公園一帯（五和町御領）
[問]御領まちづくり振興会事務局
☎ 0969-32-0324

内野川の河川沿いや旧城河原小
学校の周辺に約5千株の芝桜が植
えられており、春になると花の
じゅうたんが一面に広がります。

五和町 ４月上旬開

13．内野川沿線

シバザクラ

12．内野川沿線

五和町 ４月下旬開

内野川の両岸に植えられた約
2,100本のツツジは手野の春の風
物詩となっており、４月には一帯
を歩くイベントも開催しています。

イベント情報 ４月

10．広瀬川河川敷

本渡町・今釜町 ４月下旬開

広瀬川下流の両岸には、地域住
民によって昭和50年に植栽された
約280本のヨドガワツツジが咲き、
春の風物詩となっています。

芹生の郷つつじウォーク
内野川両岸一帯（五和町手野）
[問]手野まちづくり振興会事務局
☎ 0969-34-0003

牛深ハイヤまつり
牛深中心商店街
[問]牛深ハイヤ祭り実行委員会
☎ 0969-73-2111

↓天草空港

二江↑

●
手野保育園●

手野郵便局●

手野地区
コミュニティセンター
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天草花しょうぶ祭りでは、この祭りでしか見ること
ができない菖蒲園内の木道を練り歩くハイヤ踊りの競
演や、ホタルが舞う夜の花菖蒲園ライトアップ、菖蒲
園を眺めながらのお茶会のほか、特設ステージでの各
種イベントや、地元物産品のバザールも開催します。

６月

天草花しょうぶ祭り
西の久保公園（本渡町本戸馬場）
[問]天草花しょうぶ祭り実行委員会事務局
（天草市都市計画課内）
☎ 0969-23-1111

15．西の久保公園 本渡町 ６月上旬開

花しょうぶ

西の久保公園には全国的にも珍しい棚田を活かした菖蒲園（約５千
㎡）があり、５月下旬から６月中旬にかけて、約25万本の花しょうぶ
が優雅に咲き誇ります。開花時期に合わせて開催する天草花しょうぶ祭
りには、多くの観光客でにぎわいます。

14．うしぶか公園

牛深町 ４月下旬開

うしぶか公園は日本の都市公園
100選に選定されており、園内
の強い陽ざしを避けた場所には、
1万５千本のクンシランが気品あ
る鮮やかなオレンジの花を咲かせ、
来園者を楽しませています。

クンシラン
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７月

はまぼう観察週間
はまぼう群生地一帯（新和町大宮地）
[問]新和まちづくり協議会
☎ 0969-46-2111

はまぼうの開花する７月中旬の１週間程度、
「はまぼう観察週間」を開催しています。ボラ
ンティアの案内の下、日本最大規模のはまぼう
群生地の観察が楽しめるほか、隣接する施設で
は天草の生物や植物の展示も実施しています。

16．はまぼう群生地

新和町 ７月中旬開

新和町の県道沿いには、約１万
２千株のはまぼうが自生する日本
最大規模の群生地（約３ha）が
あり、市の花にも指定されていま
す。初夏になると、鮮やかな黄色
の花を咲かせます。

17．河内川沿線

コスモスはまぼう

イベント情報

栖本町 11月頃開

栖本町の飲用水として欠かせな
い河内川沿線や休耕地を活用して、
地域住民によりコスモスが植栽さ
れています。11月の栖本かっぱ
祭りに花を添え、秋の風物詩と
なっています。

栖本かっぱ祭り
栖本総合グラウンド駐車場（栖本町古江）
[問]栖本地区振興会
☎ 0969-66-3111

11月



19.遠見山すいせん公園

牛深町 １月頃開

標高217ｍの遠見山山頂一帯に、
様々な品種のスイセンが咲いてい
ます。約45万株のニホンスイセ
ンは１月から２月頃まで、19種
５万本の西欧スイセンは２月下旬
から４月上旬まで楽しめます。

20．西平椿公園

天草町 ３月頃開

園内には、山の斜面を覆うほど
の真っ赤な花びらのヤブツバキが
約２万本あります。また、園内に
ある「椿の展示園」には世界の椿
が約150種あり、３月にはあった
か天草椿まつりを開催しています。

あったか天草椿まつり
西平椿公園（天草町大江）
[問]天草椿まつり実行委員会事務局
（大江地区コミュニティセンター）
☎ 0969-42-5225

３月
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スイセン ツバキ

18．サザンカロード

河浦町 12月頃開

本渡方面から河浦町に入る国道
沿い約７㎞にわたり、サザンカ並
木が続いています。見ごろの12
月から２月は、鮮やかな赤やピン
クの花を咲かせ、ドライバーの目
を癒してくれます。

サザンカ

12月

牛深あかね市
牛深ハイヤ大橋横（牛深町）
[問]牛深あかね市実行委員会
☎ 0969-73-2111
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