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巡って楽しむ ～道の駅特集～

いきいき健康

あまくさン“牛深ハイヤ桃の会”

天草のキリシタン遺産

第１回 天草市公式
Instagramフォトコンテスト

天草市ふるさと応援寄附金

くらしの情報

市民のひろば

みんなの広場

宝島のわだい

イベントカレンダー／天草の潮汐

休日在宅病・医院／水道修繕当番店
献血日程

くまもと子ども芸術祭

主な内容Contents

８月号
令和元年

問い合わせ先

牛  深☎2111・有  明☎1111
御所浦☎2111・倉  岳☎3111
栖  本☎3111・新  和☎2111
五  和☎1111・天  草☎1111
河  浦☎1111

天草市役所・市庁舎別館 ☎㉓1111
〒863-8631 天草市東浜町8番1号

支　所

本　庁

問い合わせ先

牛  深☎2111・有  明☎1111
御所浦☎2111・倉  岳☎3111
栖  本☎3111・新  和☎2111
五  和☎1111・天  草☎1111
河  浦☎1111

天草市役所 ☎㉓1111
〒863-8631 天草市東浜町8番1号

支　所

本　庁

マチイロ

※（　）内は前月比

80,202
37,687
42,515
37,003

（64減）
（30減）
（34減）
（19減）

出生
死亡
転入
転出

31人
97人

110人
108人

６月28日現在

６月中の異動

人　口
男
女

世帯数

人のうごき

巡
　道は続くよどこまでも・・・道あるところに「道の駅」
あり。天草市内には６月にオープンした天草市イルカセ
ンターを含め４つの道の駅があります。トイレ休憩や観
光スポットがわかるだけでなく、記録が残せたり、限定
グッズがあったりとついつい寄り道したくなる仕掛けも
たくさん。
　この夏、巡って楽しみませんか。
【問い合わせ先】観光振興課☎6787

　車で移動する人のために平成５年に誕生した
「道の駅」。一般道路沿いに設けられた国土交通
省から登録を受けている休憩施設で、高速道路
でいうところのサービスエリア(SA)やパーキン
グエリア(PA)に相当します。
　今では全国に1,160駅、うち九州・沖縄に
142駅、県内には33駅（2019年６月時点）あり、
年々増えています。
　トイレ休憩だけの施設ではなく、そこにしか
ないものを求めて「目的地」として楽しむ人も
増えています。

　左のQRコードから「マチイロ」のア
プリをダウンロード。居住地を登録する
と、発行日にお知らせが届き、いつでも
どこでも広報紙がチェックできます。

●駐車場・トイレ・電話が24時間利用可能
であること

●道路や地域に関する情報を提供する案内
所または案内コーナーがあること

●設置者は市町村または市町村に代わり得
る公的な団体であること

　この他にも、老若男女や障がいのある人
などさまざまな人の使いやすさへの配慮や
景観を損なわないことといった事項があり、
地域とともにつくる「個性豊かなにぎわい
の場」が基本コンセプトになっています。 

道の駅特集

って楽しむ　

道の駅とは・・・

道の駅の
３つの機能

【必要な条件】

Refresh
休憩機能

Information
情報発信機能

Community
地域の
連携機能

スマホで広報紙
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道の駅 うしぶか海彩館

道の駅 有明

道の駅 天草市イルカセンター

道の駅 　津

本渡港

棚底城跡



道の駅 天草市イルカセンター
　令和元年６月オープン。イルカと漁業者の共存をテーマに観光と農林
水産業が融合し地域振興を図る拠点施設。営業時間９時～18時

１階　観光・物産フロア

２階　飲食・学習フロア

▲入り口を入ってすぐに
イルカウォッチングの受
付カウンター

▲新鮮な魚介類
をはじめ加工品
やお土産品が並
ぶ二江市場。地
元の人も買い物
に訪れています

▲タッチパネルで色を塗
り名前を付けた魚たちが
机で泳ぎだします▲子どもも大人も楽しめます

２階の「ドルフィンスクエア」は、楽
しみながらイルカや二江地域のことが
学べるコーナー

▲動きに合わせてイルカが反応する
ドルフィン・グリーティング

▲バーチャルリアリティー
（VR・仮想現実）でイルカ
ウォッチングを体感

▲

展望デッキから
はイルカが暮らす
海を一望。運が良
ければ、イルカが
見えることも・・・

▲地元の新鮮な海産物を使った
料理が味わえるレストラン

▲壁には二江沖の海の中が
描かれています

▲

水槽前は子
どもたちお気
に入りの場所

▲赤ちゃん連れにも安心。
授乳スペースにお湯も出る
のでミルクも調製できます

植田弘一郎センター長　

　イルカが住む海が見え、清潔感あふれる白を
基調とした施設。漁船の出港など、漁師町なら
ではの景色で生活感を感じることができます。
　地域からも観光客にも喜ばれ、愛される施設
にしていくため、朝市など地元の人も楽しめる
参加型のイベントを企画中。
　テラスは24時間開放しているので、夕暮れや
夜景もオススメです。気軽に憩いの場としてご
利用ください。

九州・沖縄道の駅公式　
スタンプブック

モバイルスタンプラリー
開催中（８月 31 日まで）

　各駅にはオリジナルのスタンプがあり
ます。自分で用意した冊子に集めてもい
いのですが、公式のスタンプブックもあ
ります。
　市内では「有明リップルランド」と「う
しぶか海彩館」で販売中（１冊 350円）。

　市内の道の駅、資料館を３カ所以上巡
ると応募できます。
１等（１本）…天草エアライン
　　　　　　　福岡往復ペア航空券
２等（１本）…天草エアライン
　　　　　　　熊本往復ペア航空券
３等（５本）…市内の宿泊優待券
　　　　　　　（２万円相当）
特別賞（20本）…３千円相当の特産品

（平成31年３月登録）

巡 道の駅特集

って楽しむ　

椅子にも
イルカを発見

イルカ
さぁ～ん

タコを
泳がせよう

一緒に

　　　あそ
ぼ！！

スマホでQRコードを読み込むだけ

巡ってスタンプを
集めよう！
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　当施設には温泉があり、水着を
着た海水浴客やキャンピングカー
で巡る人にも利用いただいていま
す。海に面した高台にあるため眺
望も最高です。温泉施設は送迎も
しています。お友だちや地区の集
まりなどで利用ください。

　うしぶか海彩館は、牛深ハイヤ大
橋の真下にありいろんな角度から橋
を楽しむことができます。海産物の
お土産はお任せあれ！揚げたてのカ
マボコは絶品。１カ月ごとに業者が
変わるので、何度も楽しめます。レ
ストランでは海を見ながら新鮮な海
の幸をご堪能ください。

　﨑津集落ガイダンスセンター
敷地内の小高い築山からは、﨑津
教会のある集落を見ることがで
き、足が不自由な人も、ここか
らの景色を楽しんでいます。
　﨑津集落を訪れる前に、まず
はここで事前学習を行うとより
理解が深まります。

道の駅 有明（リップルランド）

道の駅 うしぶか海彩館

（平成７年４月登録）

（平成30年４月登録）

（平成27年４月登録）

平成６年７月オープン。県内で７番目の道の駅。営業時間９時～18時

平成９年８月オープン。県最南端の道の駅。営業時間９時～18時

道の駅 﨑津
平成28年４月オープン。県内で31番目の道の駅

営業時間９時～17時30分

平成11年に温泉施設「有明
温泉さざ波の湯」が完成。

有明町上津浦1955
☎0969-53-1565

牛深町2286-116
☎0969-73-3818

河浦町﨑津1117-10

世界文化遺産に登録された天草
の﨑津集落の観光窓口。

交通ターミナルとフェリー発
着所を併せ持ち、陸路と海路
を結ぶ重要な地点。

▲道の駅の切符（180円）
や道の駅限定のキーホル
ダーなども販売

▲

スタンプや買い
物袋、町内案内図
は女性スタッフが
手書きしたもの

▲新鮮な魚を使った
揚げたてかまぼこ召
し上がれ！

▲平成30年12月から
は地元お土産品の販売
を開始

▲漁師町の歴史や資料展示のほか施
設中央のいけす広場で、地域の歴史
や文化を感じることができます

▲

大型車６台、普通車109台の駐車
スペースを完備。電気自動車の充電
スタンドも２基設置

▲レンタサイクルもあり、
集落内まで自転車で向かう
ことができます▲映像や資料でキリスト教の伝来

から弾圧、潜伏期の歴史や文化を
紹介。事前に学習してから集落内
の散策を！

▲

▲

タコの
モニュメント

▲

リップル (ripple)
は英語で「さざ波」
の意味。天井や屋
根は流線形になっ
ていて、波を感じ
させるデザインに

▲施設内のレストランではタコ
飯やタコ天丼が楽しめます

▲レストラ
ンの椅子は
Ariake（有
明）のＡを
イメージ

▲大きなタコのモニュメ
ントがある海岸沿い。歩
道はタコの足（吸盤）をイ
メージ

宮本 雅浩 センター長　

田中 俊文 支配人　

峠 美弥子 支配人　
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巡 道の駅特集

って楽しむ　


