
玖島城跡
15鈎年に初代藩主・対槽

前が築き、 12代藩主純"まで
270余年、政治の中心になった
城跡です。本丸跡には、現在大
村神社があります。

(地図:K・10}
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合大村藩御船蔵跡(県指定史跡)
/ 主に藩主専用船を格納した船蔵で、良好な状

態で保存されており、極めて貴重な遺構です。海

と密接な関わりのあった大村藩や玖島域の特

徴を示しています。 (地図:L'lO}

大村藩主大村家墓所
本経寺は、大村藩初代藩主・大村喜

前が、キリスト教禁止後lこ建てた日蓮宗

の寺院です。歴代藩主を把った6mを超
える巨大な墓塔が建ち並び、キリスト教

から仏教へと転換した大村藩の宗教政

策を表しています。 (地図:A・9)

...浅田家家老屋敷跡 (地図:H・8)

浅田氏は、大村家初代直澄に従い大村に入園した

七土の筆頭といわれた朝長氏の子孫で、代々重臣を

務めました。石垣・堀・庭園の広大な屋敷は、壮大な当
時の面影を残しています。 ※中には入れません

合針尾家家老屋敷跡 (地図:H・8) ('-x..， 
，江戸時代の大村藩家老、針尾氏の屋敷跡です。現唯

、屋敷の東側に残っている家屋は、家紋入りの鬼瓦を使っ

た瓦耳藍宣言主の立派な長屋で、若党や中間など家臣の
住居として使われていました。 ※中には入れません

佐世保みなと I.C

佐世保大塔I.C メ;
ー-+-------

旧楠本正隆屋敷(県指定有形文化財)
幕末に活躍した楠本正隆が建てた屋敷です。当時の歴

史に関した展示のほか、建物や石垣、庭園、家財道具など
〆屋敷金体がほぼ当時のまま残る貴重な武家屋敷です。
(地図:G'6)

へ
.遁~~盈語圏~

， ， ， ， 

ポ
J沖縄・鹿児島・宮崎

す供
繍湾

，
 
，
 
'
 

圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃匠"也~ló';1u."，:n:llm!f~可~，!~j剖~'.!."'1・J:I帽圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃

東京(羽田)……約1時間40分ー→・ 4 ー約30分 ・…・ ….......五島
名古屋(中吉岡… ・約1時間20分ー→闘 +ー 約30分 … H ・H ・...・H ・壱岐
大阪(伊丹)...・H ・-約1時間10分ー→幽 骨ー約35分 ..................対馬
大阪(閣西)・H ・H ・-約1時間20分ー+闘 骨ー約1時間20分・・ソウル(仁}II)

沖縄(那覇)....・H ・約1時間30分ー-. ...ー約1時間30分・H ・a・......上海
~JR九州
己ニニニ=国董帰董

- .-・西九州自動車道

- .-・岡崎自動車道

ーー・ーーバイパス
........航空機

・・・ 高速船

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー.~主~:t'~aーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

マイカー福 岡 ・園田・・…………ー約11時間30分
高速パス 荒事押収センヲー 圃・・・・-…....・H ・-約1時間40分
J R I専多 駅曙謬トE困 ・ 最速約1時間55分

圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃園町子E.. ~!4i"_ー・圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃園

ハウステンポス一一一一一一+圃冨耳霊..........・H ・.........・H ・-約50分

.お問い合世
大村市観光振興課 !(ー祉)大村市観光コンベンション協会
干85Eト8686畏崎県大村市玖島1-25 I干856-0834 畏崎県大村市玖島14ふ3

;E5況知山」勾357品 7135I龍抗議禁訟獄諒伊52I助成:(一尉)空港環境整備協会|
kankou@city.omura.lgJp 

大村観光ナビ ー「眼差 且よって行かんねおおむち

長崎県・大村市

~鎖国下の江戸時代、情報や文化を海外から日本に、

また日本から海外に伝えた唯一の道~
長崎街道は、江戸時代に長崎から小倉を結んだ街道です。

鎖国の中、ヨーロッパとの唯一の窓口であった長崎に入った'情報をいち早く江戸に伝え、

また日本の情報を海外に伝えた街道です。

市内を通る街道は全長15kmにわたり、本陣のある大村宿、鍛治の町松原宿がありました。

街道周辺には武家屋敷跡や神社仏閣など多くの文化財が残ってpます。

鈴田峠
大村領と諌早領の境の峠で、当時の景観がよ

く残っている箇所として、文化庁「歴史の道百選J
に選ばれています。駕龍立場跡や藩境石などを

見ることができます。

-藩境石
「鬼の足形石」とも呼ばれる大石が

藩境にあります。

大村宿は、現在の中央商庖街

本町アーケード沿いにありました。

本陣や脇本陣、高札場などがあ

り、本陣には、捕鯨で有名な深

津家の屋敷が使われました。

(地図:B-E・8.9)

-深津儀太夫勝清
初代深津儀太夫勝清は紀州

の海で修業し、帰郷後、鯨組を

組織。丸州の捕鯨業の草分けで、

主に五島灘を中心に操業を行

い巨額の富を得、その私財を投

じて野岳湖の築造など、社会貢

献を行いました。本町にあった屋

敷は大名などが宿泊する本陣に

あてられました。

-鷺寵量場跡
大名などが往来した際に、龍をおろし

休憩したといわれる石垣が、街道脇に

残っています。

大村宿から北に約8kmにある宿場

跡です。本陣などはなく、茶屋などがあ

り、大村宿と彼杵宿の聞の休憩をとる

宿場でした。八幡神社や旧松屋旅館

など、当時の景観をよく残しています。

-松原鎌
松原鍛冶の歴史は古く、江戸時代後期

には17軒の鍛冶屋があったといわれてい

ます。

鎌や包丁は「松原鎌j、「松原包丁jのブ

ランド名で車見しまれています。

大村藩勤王三+七士の碑
護国神社東側に建つ大村藩勤王三十七

土の碑。大村藩を尊王倒幕運動に導く原動

力となった藩土で、亡くなった順に碑が並ん
でいます。(地図:F・6)

旧円融寺庭園今
(国指定名勝) (地図:F'7)

斜面を刺用した枯山水の庭
園で、東西50mに友ぴ、400

個以上の石を組み合わせる構
戚は見事で、江戸初期犠式の

右組庭園としては、傑出した造
りとなっています。 、

合長与専斎旧宅(市指定史跡)
初代衛生局長として近代医学制度

の基礎を築いた長与専斎の旧宅です。

市内片町にありましたが、現在は目

立長崎医療センター内に建物の一部

が移築され、専斎の雅号をとって「松香
庁ん

館jと呼ばれています。(地図:K.3)

大村藩勤王三+七土の一人、中尾
しず .

静摩の旧宅です。幼少の頃から大村
山 すみひる εとうかん じしんけん

純黒の相手をつとめ、五教館、治振軒

に学び、父とともに江戸にのぼりました。

大村藩に帰った後、元締役・用人・作

事奉行となり、明治政府の諸役を務め、

玖島銀行の創設にも参加しました。|自

宅には、殿様周の玄関、通用の玄関、
※中には入れません

勝手口、大広間、次の閣などがあり天

i地図:J・6)

合寺島(輔副跡)
大村家史料によると、大村市の祖先

と藤原直澄が初めて大村に仕陸した
地が「寺島」です。船のとも婦を結んだ
という石が残ってL、ます。
NHK大河ドラマ「龍馬伝jの口ケ地

にもなりました。(地図:p・lO} -./ 

稲田家家老屋敷跡吟
寛延3年(1750年)に元締役の稲田利

左衛門から明治5年に大村藩勤王三十

七土の一人、稲田又左衛門が転居するま

での122年問、稲田氏の屋敷だった場所

です。現在、建物は残っておらず、高日石

垣や堂々 とした門の跡カ匂支っています。

(地図:1・6) ※中には入れません

11レん

戊辰戦争
新政府と幕府側との戦

いで、1ぽ泡年1月、京都

の鳥羽・伏見の戦いに

始まり、翌年5月の函館

五稜郭の戦いまで続き

きh.ご

浜田謹吾少年
浜田謹吾は戊辰戦争の際、病り3とに代わって北伐軍二番隊の鼓手として参戦

した15.歳の少年です。秋田の角館の郊外湖毎の激しい戦L、の末戦死しました。

謹吾の衣服の襟に縫い付けてあった「二葉より手くれ水くれ待つ花の君がみため

に咲けやこの時」品、う母チカの歌は、角館の人々 に大きな感動を与え、今も善荘

隊や謹吾少年のことか官J継がれています。この縁で、昭和臥年(柏 市)大村市と

角館町(現仙北市)は姉妹都市となり、活発な交流カf続いています。
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玖島城跡や武家屋敷
通りをボランティアガ
イドと一緒にゆっくり歩
いて散策しませんか?

TEL.0957・52・3605
FAX.0957・52・3652

利用料金

300円
2時間以内

( +延長料金(1時間につき200円) ) 

※保証金として、2，000円おあずかりします。

ただし返却時にお返しいたします。

( 利用時間19:00-17:00 ) 

(一社)大村市観光コンペンション協会。0957(52) 3605 

.主な交通機関の連絡先

大村ラッキータクシー 宮0957-52-2155

合同タクシー 1:0957-52-3161 

さくらタクシー 1:0957 -52-3101 

竹松タクシー 1:0957 -55-8439 

松原タクシー 1:0957 -55-8151 

安田産業汽船 1:0957 -54-4 740 

JR大村駅 1:0957 -52-3600 

長崎県営パス(大村ターミナル)I 1:0957-53-4151 

長崎空港 1:0957 -52-5555 
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