
国境の島ぶらり散歩
～峰編～



▽目次▼

【グルメ】

こかげ p13

やま㐂 p14

Cafe＆kitchenふじや p15

【観光】

青海の里 p1

木坂展望台 p2

木坂海神神社 p3

藻小屋 p4

小牧宿禰神社 p5

那須加美乃金子神社 p6

峰町ファミリーパーク p7

円通寺 p8

朝鮮通信使李藝功績碑 p9

円通寺宗家墓地 p10

【イベント】

つしまんなかまつり p11

つしまるしぇ p12



【青梅の里】
対馬市峰町青梅

この辺りは、男はつらいよの第
27作「浪速の恋の寅次郎」のロ
ケ地でもあるニャ！！

30mを越える絶壁と段々畑のコン
トラストがとっても美しいニャ！
古き良き時代の風景が思い出され
るようだニャ！！

住所 対馬市峰町青海85
アクセス 対馬空港から車で約55分
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【木坂展望台】
対馬市峰町木坂

対馬の東海岸の景観を一望するこ
とが出来るニャ～～

180度ひたすら水平線だけが見え
る対馬ならではの雄大な風景が楽
しめるニャ！

天気が良ければ韓国の島影が水平
線に浮かんで見えるらしいニャ！

住所 対馬市峰町木坂
アクセス 対馬空港から車で約55分
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【木坂海神神社】
対馬市峰町木坂

峰町木坂に鎮座する「木坂海神
神社」を紹介するニャ～～

海の守護神豊玉姫命を祀り、対
馬国一宮の称があるニャ！

国弊中社に列せられた由緒ある
神社だニャー！

神功皇后がこの地に寄られ、伊
豆山の麓に弊を捧げ出雲を拝さ
れたと伝えられているニャ！

住所 対馬市峰町木坂247
アクセス 対馬空港から車で約50分
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【藻小屋】
対馬市峰町木坂

ここは木坂集落の住民が、
かつて畑の肥料にする藻を
貯蔵した納屋だニャ！屋根
部分は復元されているけれ
ど、側面の石積みは当時の
ままなのだニャ！！！昔は
対馬の西岸各地にあったの
だけど、海草が肥料として
使われなくなった今、護岸
区画整理等により撤去され、
現在はこの木坂の藻小屋の
みという噂。当時の生業の
風景を伝える貴重な資産だ
ニャ～

住所 対馬市峰町木坂
アクセス 対馬空港から車で約50分
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【小牧宿禰（おひらすくね）神社】
対馬市峰町三根

峰町三根に鎮座する「小牧宿禰神
社」を紹介するニャー！！

御祭神は建比良鳥命を主神とし4
柱の神、旧社格は村社、例祭日は
旧4月11日だニャ～

鳥居をくぐると境内、参道にはい
くつかの鳥居が建っているニャ！

御祭神の建比良鳥は天菩比命の御
子、小牧宿禰は建比良鳥の裔で、
神功皇后に従軍したとの説がある
らしいニャ！！

住所 対馬市峰町三根959
アクセス 対馬空港から車で約45分
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【那須加美乃金子（なすかみのかなこ）神社】
対馬市峰町志多賀

峰町志多賀に鎮座する「那須加美
乃金子神社」を紹介するニャン！
海岸から少し上流に行った川沿い
に鎮座していて、鳥居から拝殿ま
では短いニャ～～御祭神は須佐之
男命で、旧社格は村社だニャー
境内入口に鳥居があり、「金子神
社」と刻まれているニャ！
参道にも2基の鳥居があり、こち
らには「那須加美乃金子神社」と
刻まれているニャー！

住所 対馬市峰町志多賀290-2
アクセス 対馬空港から車で約45分
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【峰町ファミリーパーク】
対馬市峰町吉田

公園内には遊具が充実していて、
ローラースライダーや屋根付き屋外
運動場などで、思いっきり体を使っ
て遊べるニャ～～

くじらや龍などがモチーフの遊具も
あるニャ！可愛いニャン！！

ゴーカートも設置されていて、迫力
満点なスリルを楽しむことができる
ニャ！

住所 対馬市峰町吉田1120-1
電話番号 0920-83-0089
営業時間 10:00～17:00
アクセス 対馬空港から車で約35分
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【円通寺】
対馬市峰町佐賀

県指定有形文化財でも
ある本尊仏の銅像薬師
如来坐像は、高麗中期
に作られたとされる、
島主の菩提寺に相応し
い名作なのだニャン！
また梵鐘も県指定有形
文化財で、中国鐘の影
響を受けた朝鮮鐘で、
15世紀李朝初期に作ら
れたと考えられている
らしいニャー！

住所 対馬市峰町佐賀573
電話番号 0920-82-0270
アクセス 対馬空港から車で約35分

８



【朝鮮通信使李藝功績碑】
対馬市峰町佐賀（円通寺内）

朝鮮王朝前期、国王使節として四十余回日本
へ遣わされた李藝は、日本往復の途次に対馬
に寄るだけではなく、対馬までの正使として
何度も来島したのだニャン！！
李藝の功績は、朝鮮人被虜の刷還や足利将軍
等に送る大蔵経の伝達、また両国の文化交流
に寄与したことが挙げられるのだけど、対馬
からみた最大の功績は対馬と朝鮮国の「通交
貿易」に関する条約締結に大きく尽くしたこ
とで、これにより倭寇が鎮まり対馬に明るい
時代が訪れたのだニャ・・・！

住所 対馬市峰町佐賀573
電話番号 0920-82-0270
アクセス 対馬空港から車で約35分
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【円通寺宗家墓地】
対馬市峰町佐賀（円通寺内）

佐賀3代といわれる宗貞茂、宗貞盛、
宗茂職を経て、宗貞国が応仁2年
(1468年)府中(厳原)に移るまでの間、
円通寺は宗氏の菩提寺だったと言わ
れているニャ～～

円通寺の寺号は貞盛の法号だニャ。

対馬の歴史を知る上で貴重な遺跡だ
ニャー！

住所 対馬市峰町佐賀573
電話番号 0920-82-0270
アクセス 対馬空港から車で約35分
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【つしまんなかまつり】
対馬市峰町

２年に１度（例年10月頃）開催
される｢つしまんなかまつり｣。メ
インステージでは「ヒップホ ッ
プダンス」「よさこい」、イベン
ト広場では「宝探し」「ストラッ
クアウト」「魚つかみ取り」、海
上では「sup& カヤック体験」と
イベントが盛りだくさんだニャ
～！！

夜はミュージック花火で秋の夜空
を彩るニャ！びっくりするくらい
迫力満点の花火だニャ！！
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【つしまるしぇ】
対馬市峰町三根

（シャインドームみね）

対馬のフードやハンドメイド雑貨な
ど、たくさんのショップが集まるこ
のイベント！（例年12月頃）

各町から多くの方々が来場される
ニャン！！！

たくさんのお店が並び、子どもから
大人まで楽しめる空間が広がってい
るニャ～～

おしゃれな手作り雑貨やアクセサ
リー、おいしい軽食・お菓子がいっ
ぱいだニャ！！

住所 対馬市峰町三根353
HPアドレス https://tsushimarche.com/
アクセス 対馬空港から車で約40分
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【こかげ】
対馬市峰町三根

海の上に突き出たレストラン。対馬のまん
なか、峰町のシャインドームそばにある
ニャ！！！写真は「とんちんちゃん定食」
だニャン～～甘辛い味付けでごはんが止ま
らないニャ！とんちゃんは、戦後、在日韓
国人から伝えられた焼肉料理を、地元の精
肉店が工夫を重ねることにより地域に広
まったと言われているニャ。
豚のロース肉を、醤油や味噌をベースに、
ニンニク、ごま油など数種類の調味料に漬
け込んだ国境の島ならではのソウルフード
なのだニャ！！

住所 対馬市峰町三根1569
電話番号 0920-83-0971
アクセス 対馬空港から車で約40分
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【やま㐂】
対馬市峰町佐賀

お寿司屋さんだけど、お昼は
カツ丼が一押しメニューだと
いうことで、カツ丼をいただ
いてきたニャ！！衣はサクサ
ク、お肉はジューシー、卵は
とろとろ！！なぜ今までこれ
を食べなかったのかと後悔す
るレベル・・・民泊もされて
いて、料理には定評があるみ
たいだニャ～～とっても落ち
着いた雰囲気の店内は、接客
も丁寧で気持ちが良かった
ニャ！！

住所 対馬市峰町佐賀444
電話番号 0920-82-0511
アクセス 対馬空港から車で約40分
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【Cafe＆kitchenふじや】
対馬市峰町佐賀

巷で美味しいと噂のふじやの
｢回転焼｣を紹介するニャ！！

中にはずっしり重いあんこや
カスタード、それでいて外側
はモチモチの食感。

味は黒あん、白あん、カス
タードの３種類だニャ。

島内でこの可愛らしいキッチ
ンカーを見つけたら、ぜひ立
ち寄ってみてニャ～～

住所 対馬市峰町佐賀503-1
電話番号 090-5295-0975
営業時間 8:30～17:00
定休日 不定休
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