
平家落人伝説を今に伝えるテーマ施設。園内には、展

示品や映像、人形パビリオンなどで平家の歴史を紹介

する「平家伝説館」や、神楽やイベントが行われる

「能舞台」などが点在しています。

泉町樅木160-1

親子で遊べる憩いのスポットや学び体験

が待っている施設など、気軽に出かけら

れるところがたくさんあります。

五家荘平家の里

八代市出身の松中選手の生い立ちを紹介

するパネルやトロフィーなどが展示され

ています。

上日置町4459-1

松中信彦

スポーツミュージアム

JR新八代駅に隣接し、多目的広場、ジョギン

グロード、八代妙見祭りをイメージした笠鉾

のモニュメントなどがあります。

西片町

新八代駅がめさん公園

町のシンボルゾーンとなる公園。町内に散

在する石橋のひとつ「重見橋」を移設し、

落ち着きのある日本庭園を配して作られて

います。温泉施設「東陽交流センターせせ

らぎ」が隣接しています。

東陽町南1007-1

石橋公園

い草の里まつりの会場で、広々とした芝生広場

に、ローラーすべり台やスプリング遊具など施

設も充実しています。

千丁町新牟田

いぐさの里公園

製紙工場跡地に作られた広大な公園。油谷川を

挟み、運動ゾーンと遊戯ゾーンに分かれます。

坂本町坂本

くま川ワイワイパーク

八竜山山頂にある天文台です。大型望遠

鏡や対空双眼鏡での天体観測、360度見

渡せる展望スペースでは、星空教室等を

行っています。自然公園内には、コテー

ジやロッジの宿泊施設があり、バーベ

キューなどを楽しむことが出来ます。

天文台：坂本町中谷は335-2

さかもと八竜天文台・

八竜山自然公園

八代港では、2020年4月の運用開始を目指し、ク

ルーズ拠点整備に取り組んでいます。拠点内に

は、高さ約6mのくまモンやくまモン合唱隊など

約90体のくまモン、日本庭園、竹林の道、おもて

なしゾーンなどが整備され、多くの人々で賑わう

注目スポットとなる予定です。

「八代港クルーズ拠点愛称：くまモンポート八代」
を整備中です！
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あやとり橋としゃくなげ橋の上下2つの親

子橋です。

樅木の吊橋

泉町

泉町

特産品販売や荒瀬ダム関連の資料展示室、球磨川を

一望できる展望所があります。レストランでは、坂

本の味をご賞味いただけます。

坂本町荒瀬1239-1

広域交流センターさかもと館

自然を満喫しながら楽しめる露天風呂をはじめ

サウナ、家族風呂などがあります。レストラン

もあり一日ゆっくりと過ごすことができます。

さかもと温泉センター「クレオン」

坂本町川嶽1091

中庭を眺めながら入浴できる内風呂に

広々とした休憩室や売店もあり、ゆっ

くりとくつろぐことができます。さか

もと温泉センターの元湯になります。

坂本町鶴喰893

坂本憩いの家

高さは38mの何段にも

重なり合って落ちてく

る荘厳な滝。梅の木轟

公園吊橋が完成するま

では幻の滝といわれて

いました。

梅の木轟の滝

五家荘最長の吊橋。橋長

116ｍ、高さ55ｍで橋の

中央に立って谷底を見る

と足がすくむ程のスリル

があります。

梅の木轟公園

吊橋

泉町
泉町

狭い路地が入り組んだ懐かしさを感じさせる

風情ある古い町で、開湯600年の歴史を誇り

ます。路地裏には地元の人しか知らない隠れ

たスポットがいくつもあります。

日奈久温泉

日奈久日
本
の
滝
百
選

せんだん

轟の滝

せんだん

轟の滝

高さ70m。滝壺の近

くまで遊歩道が続

き、轟音を立てなが

ら一気に下る迫力

ある姿を間近で見

ることができます。

美しい景観や心癒される温泉など、自然

に恵まれた八代では、豊かな時間を過ご

すことができます。
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この地で重ねた歴史と伝統を今に伝える

文化財や遺産は、これからも大切に受け

継がれていきます。

八代
のお
でかけ

スポットあれこれ

県指定重要文化財

国指定名勝松浜軒

北の丸町3-15

元禄元年（1688）、八代城主松井直之公が母

崇芳院尼のために建てた茶庭。当時この辺り

には松が茂り、八代海を見渡せる浜辺だった

ため松浜軒と名づけられ、別名「浜の茶屋」と

も呼ばれていました。

国指定史跡•市指定有形文化財

古麓町

春光寺
細川綱利により松井家の菩提所として落成しました。

古麓町に春光寺を創建させました。西南の役では、

この地は戦場となり所々に弾痕が残っています。

「松井家墓所」として国史跡「八代城跡群」を構成しています。

水島、八代海

国指定名勝水島
球磨川河口の堤防から50ｍほど離れた所に

ある小さな島。日本書紀と万葉集に、この島

に関する記述があります。

妙見町401

八代神社

（妙見宮）
地元では妙見さんと呼ばれています。上宮、中

宮、下宮の三宮からなり、日本三大妙見の一つ

といわれています。境内には、妙見祭の出し物

の常設展示館があります。

八代市立博物館 未来の森ミュージアム
西松江城町12-35

旧八代城主である松井家に伝来した様々な美術品を中心に、

過去から現在に至るまで

の八代の歴史と文化を

紹介する博物館。

八代城跡

松江城町

元和5年（1619）の大地震でそれまでの麦島城が崩壊

したため、加藤正方が麦島城北方に新たに築きました。

現在に残る本丸跡は、公園として整備され春には桜の

名所となります。

国指定史跡

現在に残る本丸跡は、公園として整備され春には桜の

県指定史跡

大鞘樋門群

鏡町両出•千丁町古閑出

鏡町は元禄年間から数多

くの新地干拓により、その

面積を増やしてきた地区

で、大鞘樋門群は、千丁町

との境を流れる大鞘川に

造られました。

千丁町

岩崎神社
岩崎主馬忠久が領内に初めて

い草を創始したことで、い草

の神様として祀られています。

東陽町北98-2

東陽石匠館
石造りアーチのめがね橋

を築造したことで有名な

石工集団「種山石工」を

紹介する資料館。
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