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故郷の風景“有明海と雲仙岳”
写真集

島原半島の魅力～雲仙岳百景～
フォトコンテスト

富嶽百景になぞらえ、“雲仙岳の多様な表情”を
主なテーマとし、島原半島の魅力を伝えるような
感動的な写真を募集。

主 催：記念事業実行委員会（３市・県・環境省等）

募集期間：平成26年６月11日～平成27年１月31日

応募方法：E-mail、CD-RまたはFacebookページ

賞 金 等：月間賞（１万円相当の島原半島産物）

年間グランプリ（30万円）

応募数等：のべ330名から1171作品の応募あり。

本写真集は、平成26年度に
国立公園「雲仙」指定80周
年と島原半島世界ジオパー
ク認定５周年を記念して実
施された「島原半島の魅力
～雲仙岳百景～フォトコン
テスト」の応募作品から、
“有明海と雲仙岳”をテー
マにピックアップしたもの
です。コンテストには、熊
本県内をはじめ有明海の対
岸各地から応募があり、
“有明海と雲仙岳”の風景
が沿岸各地域の故郷の風景
となっていることが明らか
となりました。各地域なら
ではの“有明海と雲仙岳”
の表情をお楽しみください。



撮影者 ：藤松 政晴さん（佐賀県白石町）
タイトル：日常の向こう側に
撮影場所：佐賀市東与賀町八田江川河口付近
撮影日時：2015年1月13日
コメント：１２月にお出しした同タイトルの写真が、背景が雲仙

ではなく多良岳でした。それから１０回以上、前景を
同じガタスキーの漁師さんを入れようと通いましたが、
どうやら冬場でシーズンオフに入ったらしく、前景を
漁船と灯台に切り替えてお出しします。



佐賀県白石町



撮影者 ：川副 秀さん（荒尾市）
タイトル：干潟に映った雲仙岳
撮影場所：熊本県荒尾市大島
撮影日時：2012年8月27日
コメント：5月から夏にかけて、有明海の天候が晴れ、潮汐が小

潮、干潟、無風状態の時のみ、島原の対岸荒尾から干
潟に映った雲仙岳が見えます。2012.8.27早朝、散
歩途中、「干潟に映った雲仙岳」が見え、感激し
シャッターを押しました。



荒尾市



撮影者 ：竹下 将明さん（荒尾市）
タイトル：ひがたあそび
撮影場所：荒尾干潟
撮影日時：2013年10月13日
コメント：子どもを荒尾干潟で遊ばせたいと思って、秋晴れの日

に連れ出しました。雲仙を背にして、楽しそうに貝殻
を拾ったり、カニを見たりしていました。荒尾干潟と
雲仙とうちの子供を一緒に撮りたくて撮りました。



荒尾市



撮影者 ：西村 誠さん（荒尾市）
タイトル：雲仙暮色
撮影場所：荒尾干潟
コメント：荒尾干潟に鳥の姿も消え、先ほどまで遊んでいた子ど

もたちが家路につくと、夜の帳（とばり）が辺りを静
かに包んでいきます。遠く島原の家々の灯りがかすか
にともり始めます。辺りは間もなく闇に包まれますが
ともる灯は明日の平和と幸せを約束してくれるようで
す。



荒尾市



撮影者 ：橋村 義政 さん（玉名市）
タイトル：朝日の雲仙
撮影場所：熊本県長洲町
撮影日時：2013年12月下旬
コメント：出勤時のジョキングコースから。主役は朝日の普賢岳

です。



長洲町



撮影者 ：木下 保之さん（熊本市）
タイトル：島原への架け橋
撮影場所：熊本県長洲町から望む
撮影日時：2015年1月18日
コメント：長洲港の防波堤から伸びている工作物がまるで島原へ

延びている架け橋に見えました。



長洲町



撮影者 ：西村 誠さん（荒尾市）
タイトル：クロツラヘラサギ・カモが舞う
撮影場所：長洲港周辺
コメント：これは長州港の堤防付近から撮りました。環境省の

レッドデータブックでは絶滅危惧ⅠA類に指定されて
います。珍しく長州港にいるとの情報で出かけました。
各種のカモたちと悠然と普賢岳を背に飛び立ちました。
５００ミリの望遠レンズでの撮影です。



長洲町



撮影者 ：松永 高明さん（山鹿市）
タイトル：少岱山から望む雲仙岳
撮影場所：少岱山より
撮影日時：2011年11月1日
コメント：青空の山登りのは絶好の日和で海には霧がかかり本当

に綺麗に雲仙岳がみえました。この少岱山より雲仙を
見ると身近に見え飛んで行けそうな思いがした。



玉名市



撮影者 ：前田 正憲さん（熊本市）
タイトル：霞に浮かぶ雲仙岳
撮影場所：熊本県玉名市天水町
撮影日時：2013年12月5日
コメント：ミカン畑を撮影しようと思って天水（玉名市）をま

わっていた。ふと見たら夏目漱石ゆかりの 「草枕温
泉てんすい」のはるか彼方、有明海を挟んで、普賢岳
が霞の彼方に幻想的に見えたので「草枕温泉てんす
い」を手前に入れて撮影した。



玉名市



撮影者 ：橋村 義政 さん（玉名市）
タイトル：夕映え
撮影場所：熊本県玉名市横島海岸
撮影日時：2015年1月下旬
コメント：夜景の灯りがほしい景色です。



玉名市



撮影者 ：寺本 理絵さん（熊本市）
タイトル：やっと出会えた秋のダイヤモンド雲仙
撮影場所：熊本市西区松尾町近津
撮影日時：2014年10月8日
コメント：先日、全国で皆既月食が見られた１０月８日。いつものように青空の広が

る良い天気だった熊本。その日の夕暮れは格別でした。普賢岳の頂上に見事
な夕日が沈む瞬間。あまりの美しさに涙が出ました。毎年この瞬間を撮影し
たくて通ったこの場所で素晴らしい晴天と時間と、、、、ようやく出会えた
一瞬でした。自宅からも遠くに雲仙の山を見る毎日。かつての普賢岳噴火も
海岸から見て自然の驚異に涙しました。幼いころに見た雲仙の山の頂上はな
だらかに丸い山の頂だったのにあの日を境に頂上は険しい溶岩の頂に変わり、
自分が生きている時間のなかで山の形が変わるなんて思いもしませんでした。
毎日見る雲仙は、朝日に照らされる時も夕日に輝くときもいつも私に勇気を
与えてくれる大切な風景です。この度、フォトコンテストがあると知り私の
大好きな雲仙の夕暮れを島原の人にも知っていただけたらと応募させていた
だきました。



熊本市



撮影者 ：大田 富夫さん（八代市）
タイトル：ぽっかり普賢岳
撮影場所：熊本市河内町
撮影日時：2014年1月18日
コメント：1月18日玉名郡長洲町的ばかいという、男の裸祭りが

あり、その途中河内町を通過中きれいな普賢岳が見え
たので何かの時に撮りました。長洲の現地に着いたら、
写真友達が島原半島フォトコンテストの応募用紙をく
れたのですが、その時に撮った写真を応募したいと思
い出品しました。



熊本市



撮影者 ：上原 茂章さん（熊本市）
タイトル：みかん畑に浮かぶ雲仙岳
撮影場所：熊本市河内町
撮影日時：2012年12月13日
コメント：熊本市河内町のみかん狩りに行った時有明海の向こう

に絵ハガキの様な情景だったので、シャッター切った
一枚です。



熊本市



撮影者 ：林 信介さん（合志市）
タイトル：競演
撮影場所：熊本市西区熊本港にて
撮影日時：2013年9月27日
コメント：快晴のこの日、熊本港へ初入港した豪華クルーズ船

「にっぽん丸」、背景の雲仙の普賢岳とその美しさを
お互いに競い合っているようにも見えました。



熊本市



撮影者 ：榊 光義さん（熊本市）
タイトル：普賢岳の夕日
撮影場所：熊本市西区河内の山
撮影日時：2013年10月25日
コメント：普賢岳頂上と夕日のタイミングの時、幽玄の光景に出

会えてラッキーな撮影だった。



熊本市



撮影者 ：榊 光義さん（熊本市）
タイトル：夕焼けに帰る
撮影場所：熊本市西区河内港
撮影日時：2012年10月24日
コメント：普賢岳頂上に夕日が落ちる頃、空には島、有明海には

漁船の帰港が見られ、ひとときが重力の世界となる。



熊本市



撮影者 ：荒木 裕司さん（宇土市）
タイトル：澪標(みおつくし）
撮影場所：熊本市南区海路口町付近
撮影日時：2014年5月7日
コメント：夕焼けに染まる普賢岳と干潟に小さい小川みたいに海

路をしめした澪木が立ててあるのを切り取りました。



熊本市



撮影者 ：鶴田 須美子さん（熊本市）
タイトル：草千里より
撮影場所：阿蘇草千里展望所
撮影日時：2013年12月3日
コメント：熊本市の西海岸から見た有明海の風景や島原半島の見

える風景が大好きで熊本港付近～河内塩屋のみかん山
あたりから有明海と雲仙岳の風景を撮影しています。



阿蘇市



撮影者 ：森田 敏教さん（熊本市）
タイトル：海苔網入れ
撮影場所：宇土市国道57号線から
撮影日時：2014年10月20日
コメント：熊本県宇土市の有明界にカラフルな海苔網が広がりま

した。



宇土市



撮影者 ：荒木 裕司さん（宇土市）
タイトル：少女とシャボン玉
撮影場所：熊本県宇土市住吉町海岸公園
撮影日時：2014年8月11日
コメント：夕焼けに染まる普賢岳をバックに少女がシャボン玉を

するのをシルエットで撮影しました。



宇土市



撮影者 ：野田 純一さん（宇土市）
タイトル：悠久の時
撮影場所：宇土市戸口町
撮影日時：2015年1月24日
コメント：これまで数年の中で恐らく最も良いコンディションで

の撮影になり、多数のカメラマンがこの瞬間を記録し、
いつまでもこの風景が続く事を願うものです。来月に
なりましたら島原半島に近づいてきますので、更に島
原半島が際立つ風景が撮れますが、それも自然相手で
すから今日現在は最高のものです。



宇土市



撮影者 ：野田 純一さん（宇土市）
タイトル：残照に輝く
撮影場所：熊本県宇土市住吉町
撮影日時：2014年8月2日
コメント：撮影場所から正面に太陽が来る季節を狙って撮りまし

たが、時期でいけば後９日すると、夕陽の位置が変わ
るのでひたすら快晴で、その後の海床路（かいしょう
ろ）のランプの映りが楽しみでした。



宇土市



撮影者 ：鵜飼 宏明さん（天草市）
タイトル：釣りと海と島原半島
撮影場所：熊本県宇城市三角町三角浦
撮影日時：2012年12月13日
コメント：天草から熊本市内へ向かう国道57号線でこの風景に

出会いました。見た瞬間の美しさ、偉大さは感動的で
した。「撮影しなくては！」と思い残した画像です。



宇城市



撮影者 ：川上 辰朗さん（天草市）
タイトル：白い贈り物
撮影場所：熊本県宇城市三角町国道５７号線沿い（たこ焼き小屋）

撮影日時：2014年12月6日
コメント：２月２日に山口県で孫が誕生しまして、その顔を見に

行く途中で、天草路では雲が見れなかったのが、「雲
仙の雪」が対岸で見られました。天草路では「寒い、
寒い、山口のベビーは大丈夫かな」と言っていたので
すが、雲仙の雪風景さんからは「今は寒いですが、孫
さんに会うとこの白さが孫さんの顔のように白く、温
もりが出てきますよ」と、雲仙からのメッセージが送
られているような感じでした。



宇城市



撮影者 ：齋木 育夫さん（天草市）
タイトル：天草松島から望む島原半島
撮影場所：上天草市千巌山
撮影日時：2014年5月3日
コメント：千葉から来た弟夫婦に松島越しの普賢岳を見せたいと

連れていったら本当に素晴しい眺めでした。



上天草市



撮影者 ：カール ジェンソンさん（天草市）
タイトル：雲仙を眺める
撮影場所：千元森嶽(天草) 
撮影日時：2015年1月1日
コメント：一番空気が綺麗な日は雲仙岳がはっきり見える。



上天草市



撮影者 ：三宅 厚雄さん（熊本市）
タイトル：島原半島縁側眺望
撮影場所：天草市志柿町の別宅
撮影日時：2014年6月3日
コメント：私は、熊本市内に籍を置きながら、天草の自然と文化

に魅力を感じ、定年退職後、天草を研究するために環
境省天草パークボランティア協議会等に参加しながら
研鑽しております。天草に別宅を設け、行き来しなが
ら、研鑽しております。その変化に富む風景は、季節
や気候、時間帯等により、まさにさまざまな様相を呈
しており、瞬時を捉えたアルバムの中から気に入って
る写真を抽出して応募に至った次第です。



天草市



撮影者 ：大塚 純子さん（天草市）
タイトル：タコ入道から雲仙を見る
撮影場所：有明の大きなタコモニュメントから
撮影日時：2015年1月31日
コメント：少し霞んでいましたが、有明の大きなタコモニュメン

トから見た雲仙。



天草市



撮影者 ：大塚 純子さん（天草市）
タイトル：サンタマリア館から雲仙を見る
撮影場所：サンタマリア館から
撮影日時：2015年1月31日
コメント：少し霞んでいましたが、サンタマリア館から見た雲仙。



天草市



撮影者 ：片山 研吾さん（熊本市）
タイトル：天草空港から島原を望む
撮影場所：天草空港
撮影日時：2013年8月20日
コメント：天草空港から島原方面を入れた写真がとりたくて通い、

ようやく撮れました。きれいな光景に感動しました。



天草市



阿蘇草千里



フェリー航路


