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平成25年4月4日
■第78号■

発行：一般社団法人唐津観光協会

唐津を代表する文化の一つ 
桃山時代から続く伝統工芸「唐津焼」

  
佐賀県唐津観光協会が発行するニュースレター「唐津んもんだより」第78号です。 
唐津のイベント・観光情報をお届けします。 
 
【INDEX】 

特集：食と器の縁結び 唐津やきもん祭り 
 ■～粗くざっくりした土味と渋い色調が魅力～ 唐津焼 
 ■唐津焼の魅力に触れる７日間 食と器の縁結び「唐津やきもん祭り」開催 
 ■お気に入りの唐津焼が見つかるかも？「春の唐津焼展」 
 ■唐津の食と地酒「ぐい呑み列車」 
 ■プレミアムツアー 唐津焼探訪 

 
見所・イベント予告 
 ■「二丈・浜玉有料道路無料化キャンペーン」4月1日（月）より開催中 
 ■日本トップクラスのドライバーが唐津に集う！！ 
  「ＪＡＦ全日本ラリー選手権 第1戦 ツール・ド・九州2013 in 唐津」開催 
 ■穏やかな春に咲き誇る花々を満喫 「ぼたんと芍薬まつり」 



 ■唐津の花を楽しむ 「唐津春夏花めぐり」 
 ■唐津くんちの曳山が勢揃い！唐津神社の春季例大祭 
 
 ■ＡＴＡだより 
  ・もうすぐ修学旅行受入が始まります 
 ■唐ワンくん日誌(43) 
  ・桃栗３年唐ワンくん５年 
  ・4月からの唐ワンくんおすすめ情報 
   ～ 九州エリア熱戦展開中、唐ワンくん現在４位 ～ 
 
唐津よもやま話 
 ■ふるさとの文化財巡り(1)  
  ・舞鶴公園のフジ（東城内） 
 

 
特集：食と器の縁結び 唐津やきもん祭り

 
■ ～粗くざっくりした土味と渋い色調が魅力～ 唐津焼 

 

斑（まだら）唐津（抹茶碗）

絵唐津（片口）

 

桃山時代から続く伝統工芸「唐津焼」。 
“一楽、二萩、三唐津”と呼ばれるほど、茶碗として広く

定着しています。 
これは、茶人が茶を喫するのに好適な茶碗としてつけ

た順位と言われており、今も茶道の世界で尊重されて

います。 
 
また、西日本では、江戸時代以降、陶器のことを「から

つもの」と呼び、庶民に親しまれてきました。 
 
唐津焼の魅力は、「砂目（すなめ）」と呼ばれる粗くざっ

くりした土味と渋い色調で、これが素朴さ、温かさ、力

強さを表しています。 
 
また、唐津焼には大変豊富な種類がありますが、場所

によって土の持ち味が異なり、それぞれの土に併せた

釉薬、絵付けの工夫がなされたためと言われていま

す。 
 
この唐津を代表する文化の一つ、伝統工芸「唐津焼」

を唐津市民や全国の陶芸愛好家に親しんでいただくた

めのイベント「唐津やきもん祭り」がゴールデンウィーク

中の４月２９日（月・祝）から５日（日）までの７日間、唐

津市中心市街地で開催されます。

絵唐津（大皿）

朝鮮唐津（水指）

唐津織部（小鉢）

 
■ 唐津焼の魅力に触れる７日間 食と器の縁結び「唐津やきもん祭り」開催 

 



唐津焼の魅力に触れる７日間 食と器の縁結び「唐津やきもん祭り」

 

 
《メインイベント》 
①日韓やきもん交流展  

 
②春の唐津焼展  

昨年よりはじまり好評を博した「唐津やきもん祭り」は、

唐津焼を通した観光集客と、多彩な唐津焼を使った豊

かな暮らしの視野を拡げることを目的として開催される

ものです。また、「唐津焼を通した、多彩な唐津文化の

発信」もテーマとして掲げられています。 
 
“食とのコラボレーション”や“絵付け体験・お茶

会”、“探訪ツアー・観光列車”等、唐津の多彩な地域

文化と唐津焼とが一体となることで、唐津ならではの

「焼物の祭典」として、地域とともに運営されている「唐

津やきもん祭り」。 
 
メインイベントである「日韓やきもん交流展」「春の唐津

焼展」「若手陶芸家の唐津焼スタジアム」の他にも、

「唐津焼と春のお呈茶席」や「唐津焼の絵付け＆ろくろ

体験」、「唐津の人気陶芸家と有名料理店のコラボレ

ーション」等、唐津焼の魅力に触れる様々なイベントが

企画されています。 
 
今年のゴールデンウィークは、唐津焼と人々の縁を結

ぶことを願い開催される「唐津やきもん祭り」に足をお

運びになられてみてはいかがでしょうか。 
 

【日時】 平成25年4月29日（月・祝） 
 ～5月5日（日）

【場所】 唐津市中心市街地 
（旧唐津銀行 ふるさと会館アルピノ
ギャラリー魚や町 埋門ノ館 ほか）

【お問合せ】 唐津商工会議所 
 TEL：0955-72-5141 
唐津駅観光案内所 
 TEL：0955-72-4963

【主催】 唐津やきもん祭り実行委員会

URL：http://www.karatsu-kankou.jp/yakimon.html

お子さまも楽しめる 
「唐津焼の絵付け＆ろくろ体験」

“茶文化”に親しむ 
「唐津焼と春のお呈茶席」

“食”と楽しむ 「唐津の人気陶芸家
と有名料理店のコラボレーション」

【日時】 平成25年4月29日（月・祝）～5月5日（日） 
 9：00～18：00

【会場】 旧唐津銀行

【内容】 唐津及び韓国陶芸家による作品展 
 参加陶芸家： 
  14代中里太郎右衛門  梶原靖元  岡本作礼  川上清美
  藤ノ木土平  丸田宗彦  韓国の陶芸家

【お問合せ】 唐津やきもん祭り実行委員会 TEL：0955-72-5141

【日時】 平成25年5月1日（水）～5月5日（日） 
9：00～18：00 ※5日のみ17：00まで



 
③若手陶芸家の唐津焼スタジアム  

【会場】 唐津市ふるさと会館アルピノ ホール及び2階常設展示場

【内容】 伝統工芸唐津焼窯元の展示即売会

【お問合せ】 唐津焼協同組合 TEL：0955-73-4888

【日時】 平成25年4月29日（月・祝）～5月5日（日） 
10：00～18：00

【会場】 京町商店街特設ギャラリー

【内容】 唐津焼若手作陶家の新作展示会

【お問合せ】 唐津やきもん祭り実行委員会 TEL：0955-72-5141
 

市街地の各所のおいて開催され、唐津焼の魅力に触
れる様々なイベントが企画される。

詳細･･･(PDF) 

 
■ お気に入りの唐津焼が見つかるかも？「春の唐津焼展」 

 

唐津市ふるさと会館アルピノで開催される 
唐津焼展示即売会「春の唐津焼展」

常設展示場でも、特別企画「そば猪口・湯呑展」
が行われる。

 

毎年春恒例の唐津焼展示即売会「春の唐津焼展」が、唐津市

ふるさと会館アルピノで開催されます。今年は「暮らしを楽しむ

器」をテーマとした特別展示の他、唐津焼協同組合加盟の各

窯元の新作が並び、やきもん祭り期間中の展示販売のメイン

会場となります。 
お値打ち限定品の、飯碗・マグカップ（3000円 5000円コーナ

ー）もありますのでお気に入りの唐津焼を探されてみてはいか

がでしょうか。飯碗・マグカップはペアも用意されています。  
また、２階の常設展示場でも、特別企画「そば猪口・湯呑展」が

行われますので、こちらも是非ご覧ください。 
 

【開催日】 平成25年 5月1日（水）～5日（日） 
9：00～18：00 ※5日のみ17：00まで

【会場】 唐津市新興町２８８１－１  
唐津市ふるさと会館アルピノ ホール及び2

拡大･･･(JPG) 



 

階常設展示場

【お問合せ】 唐津焼協同組合 TEL：0955‐73‐4888

 
■ 唐津の食と地酒「ぐい呑み列車」

 

昨年のリピーターが多く見込まれますのでお早目のお申し込みを！！ 
 

 

好評につき昨年に続き、唐津の食と地酒「ぐい呑み列

車」が運行されます。 
このイベントは、電車に揺られながら唐津焼のぐい呑み

で唐津の地酒と駅弁グランプリ入賞の常連、呼子萬坊

の「いか三昧弁当」を楽しむもので、唐津湾の夕暮時の

海岸線の景色を楽しみながら、JR唐津駅から筑前前原

駅を往復します。 
また、唐津の地酒「太閤」を楽しんだ「ぐい呑み」は専用

の巾着袋付きでお持ち帰り頂けます。

【日程】 平成25年 5月3日（金・祝）

【参加費】 お一人 5,000円（税込） 
往復乗車券 
 ＋ ぐい呑み（巾着袋付き） 
 ＋ 清酒「太閤」（地酒）  
 ＋ 呼子萬坊「いか三昧弁当」

【募集人員】 先着80名限定（事前申込要予約）

【行程】 唐津駅１７：４９発 
 → 筑前前原駅（折り返し） 
 → 唐津駅２０：０１着

【お申込・お問合せ】 JR唐津駅 TEL：0955-72-5801
拡大･･･(JPG) 

 
■ プレミアムツアー 唐津焼探訪 

 

 
昨年も好評だった唐津焼探訪ツアーを今年も開催します。今年は、国の特別史跡にもなって

いる岸岳古窯跡地や唐津焼の絵付け体験など昨年よりも内容をバージョンアップし満足いた

だけること間違いなし！の企画となっています。 
また、オプションとして、町なかをガイドとあるいてまわる唐津焼コースもあります。 
 

※この企画はツアーとなりますので事前申込が必要です。 
 

【期間】 平成25年 5月3日（金）・4日（土）・5日（日）

各日先着３０名様限定

【旅行代金】 おひとり様 ４，５００円（税込）

【集合場所】 アルピノ駐車場

【受付開始時間】 １０：３０

【出発時間】 １１：００

【お問合せ】 一般社団法人唐津観光協会 ＡＴＡ事業部



（唐津よかばい旅倶楽部） 
  TEL：0955-74-3611 
  FAX：0955-74-3612 
  URL：http://www.yokabai-tabiclub.jp

 
見所・イベント予告 
 
■ 「二丈・浜玉有料道路無料化キャンペーン」4月1日（月）より開催中

 
福岡県糸島市から唐津市浜玉町の間の玄界灘に並行して走る、8.5ｋｍの「二丈・浜玉有料道

路」が、4月1日から無料化されました。それを記念して、総額 720,000円の商品券が当たるス

タンプラリーキャンペーン「二丈・浜玉有料道路無料化キャンペーン」が開催されています。唐

津市・玄海町の道の駅や観光施設等の10ヶ所に設置してあるスタンプをキャンペーンチラシ

に2ヶ所分押して頂き、2つめを押した施設にご提示ください。その際に渡される応募用紙に必

要事項を記入して、備え付けの投函箱に入れていただければ、どなたでもご応募できます。 
 
応募期間は4月1日から6月30日までで、72,000円分の商品券が2名様、36,000円分の商品券

が5名様、7,200円分の商品券が55名様、合計62名の方に当たります。商品券は唐津市・玄海

町の旅館、ホテル、飲食店で使用して頂けます。どこで使用できるかは当選してからのお楽し

みです。 

スタンプ設置箇所は、「マリンセンターおさかな村」や「玄海エ

ネルギーパーク」等10ヶ所で、ピンク色ののぼり旗が目印で

す。 
 

【応募期間】 平成25年4月1日（月）～6月30日（日）

【お問合せ】 唐津経済協議会事務局 
 TEL：0955-72-5141 
唐津駅観光案内所 
 TEL：0955-72-4963

URL http://www.karatsu.or.jp/index.php?cID=375

詳細･･･(PDF) 

 
■ 日本トップクラスのドライバーが唐津に集う！！ 
   「ＪＡＦ全日本ラリー選手権 第1戦 ツール・ド・九州2013 in 唐津」開催 

 

 
春の唐津を舞台に「ツール・ド・九州2013 in 唐津」が開催されます。本大会は「ＪＡＦ全日本ラ

リー選手権」の開幕戦として開催されるもので、日本トップクラスのドライバーが唐津に集い、

熱いレースが繰り広げられます。セレモニアルスタートが唐津神社で行われる他、迫力の疾り

を間近で堪能できるギャラリーステージも設定されています。また、協賛各社の展示や唐津の

地域物産の販売も行われます。この機会に、国内最高峰のラリーをご自身の目で感じられて

みてはいかがでしょうか。 

 
【日時】 平成25年4月12日（金）～14日（日） 

●ギャラリー観戦 14日（日）

【受付場所】 壱岐フェリーターミナル付近 
(二夕子3丁目倉庫にて7：00から受付)

【観戦時間】 1回目開始予定時間  7：43～ 
2回目開始予定時間 11：38～ 
3回目開始予定時間 13：11～

【入場料】 1,000円（高校生以下無料） 



【お問合せ】 グラベルモータースポーツクラブ事務局
担当/七田  090-8412-3549

【URL】 http://ww21.tiki.ne.jp/~gravel-msc/

拡大･･･(JPG) 

 
■ 穏やかな春に咲き誇る花々を満喫 「ぼたんと芍薬まつり」

 

 
唐津市肥前町にある「ぼたんと緑の丘」は九州最大級を誇るぼたんと芍薬園です。 
広い園内では大輪の花を咲かせるぼたんと芍薬が、愛らしさと美しさで訪れる人々を魅了し

ます。ぼたんは約80種2500株、芍薬は約30種3万本と圧倒的な凄さ。さまざまな品種の花を

見比べて、お気に入りを探すのも楽しみの一つです。 
 
4月20日から5月12日までは、ぼたんと芍薬まつりが開催され、ぼたん苗の販売や抽選会、地

場産品の販売などはもちろん、園内の竹林ではたけのこ掘り体験もできます。 
4月29日には唐津港太鼓演奏やカラオケショーも行われるため、春の休日を満喫するにはも

ってこい。 
ぼたんは4月中旬、芍薬は5月上旬からが見ごろとなっていますが、天候により開花状況が異

なるため、いちばんきれいな時期に訪れたい方はぜひご確認の上お出かけください。 
 
春の日差しの中で、花を眺めて心も体も癒されるひとときをご堪能ください。 

 

【開催期間】 平成25年4月20日（土)～5月12日（日)
9：00～17：00

【場所】 唐津市肥前町万賀里川373-39 
「ぼたんと緑の丘」

【入園料】 大人 500円 
小人（小・中学年) 300円

【お問合せ】 ぼたんと緑の丘公園事務所 
 TEL：0955-53-2032 
ぼたんと芍薬まつり実行委員会 
 TEL：0955-53-7145

詳細･･･(PDF)

 
■ 唐津の花を楽しむ 「唐津春夏花めぐり」

 

海や山に囲まれた唐津には、花が咲き誇る隠れた名所がた

くさんあります。 
そんな名所を訪れて、花を愛でる、「2013唐津春夏花めぐり

（唐津春夏花めぐりスタンプラリー＆フォトコンテスト）」が3月

から8月まで開催されています。 
12か所の花めぐりの中から、3つ以上のスタンプを集めると、



【スタンプラリー開催場所】 

 
同時開催されている唐津花めぐりフォトコンテストでは、2013年度の作品を募集中です。 
花めぐりフォトコンテストに参加している施設で2013年1月～2013年8月末までに撮影した作品

で、携帯電話の写真も含めたデジタルカメラで撮影した写真やフィルム写真で未発表の作品

に限り応募可能です。 
審査は写真の専門家によって行われ、最優秀賞1点、優秀賞2点、入賞は応募数によって選

ばれ（※現在副賞は未定）、2013年10月に唐津観光協会ホームページ上で発表される予定で

す。 
 
唐津の花々をぜひお楽しみください。 

抽選で物産などの景品が当たります。3か所と言わず全てを

制覇してはいかがでしょうか。 

詳細･･･(PDF)

3～4月 ① 菜の花（唐津市相知町「蕨野の棚田」）

3～4月 ② 桜（「鏡山」・「唐津城」・「名護屋城跡」・「上護岳」）

4～7月 ③ つつじ・あじさい（唐津市北波多岸山「法安寺」）

4月 ④ 志気のしゃくなげ（唐津市北波多志気）

4～5月 ⑤ ぼたんと緑の丘（唐津市肥前町）

4～8月 ⑥ ポピーなど（唐津市相知町「佐里温泉」）

5月 ⑦ 藤（「唐津城」）

6～7月 ⑧ あじさい（唐津市相知町「見帰りの滝」）

7～8月 ⑨ サギソウ（唐津市七山「樫原湿原」）

7～8月 ⑩ ゆうすげ（唐津市鎮西町）

年中 ⑪ 鏡山ベゴニア園（唐津市北波多「ポンポコ村」）

年中 ⑫ ブーゲンの森（唐津市北波多）

【お問合せ】 一般社団法人唐津観光協会 TEL：0955-74-3355
唐津花めぐり部会 近藤 TEL：090-3667-1936

 
■ 唐津くんちの曳山が勢揃い！唐津神社の春季例大祭

 

毎年多くの方々が訪れる唐津神社の春季例大祭 4月29日（月・祝）開催

 
暖かくなり春色の和やかな季節になる4月29日昭和の日に、唐津神社の春季例大祭が開催さ

れます。毎年11月2日～4日に行われる唐津最大のイベント「唐津くんち」以外で曳山が勢揃

いするのは、この春季例大祭だけという事もあり、毎年多くの方々が訪れます。当日は14台

の曳山が唐津神社の前に勢揃いし、お子様をのせて記念写真を撮ったりして楽しい時間を過

ごせます。唐津くんちの曳山とともに素敵な1日を過ごされてみてはいかがでしょうか？ 
 

【日時】 平成25年4月29日(月・祝）

【開催場所】 唐津市南城内 唐津神社前



【お問合せ】 唐津神社 TEL：0955-72-2264

 
■ＡＴＡだより 
 
  ～ もうすぐ修学旅行受入が始まります ～ 
  民泊受入民家募集！ 
 
唐津市と玄海町で4月より、修学旅行生の体験民泊が行われます。今年は6月までに18校約

3,500名の中学生の受入れを予定しております。 
 
修学旅行生は民家に主に３～４名で宿泊し、家族の一員としてお世話になります。家業や家

事のお手伝いや家族全員で食事など、人の優しさに触れて過ごす素晴らしい感動体験です。

修学旅行を通じて唐津市・玄海町の魅力に触れていただけるものになっています。 
 
一般社団法人唐津観光協会ＡＴＡ事業部では、唐津・玄海体験型旅行受入推進協議会と連

携を図り、受入れ民家の募集をしています。修学旅行生と一緒に思い出をつくりませんか。 
 
【お申込・お問合せ】 一般社団法人唐津観光協会 ＡＴＡ事業部

（唐津よかばい旅倶楽部） 
  TEL：0955-74-3611 
  FAX：0955-74-3612 
  URL：http://www.yokabai-tabiclub.jp

 

体験風景

 
 
■唐ワンくん日誌（43）

 
～桃栗３年唐ワンくん５年 ～ 
 
よい子のみなさん、こんにちワン！ 
４月は唐ワンくんの誕生日。４月13日に5歳を迎えます。桃栗３年唐ワンくん５年と言われるよ

うに、やっと一人前のご当地キャラクターとして完成する頃です。楽しみな平成２５年度の唐ワ

ンくんです。 
３月に虹の松原に関連するイベントが２つありました。 
今回で第３回目の「虹の松原ツーデーウォーク」、全国各地・海外から１０００人が参加して、２

日間ウォーキングして唐津を楽しんでいきました。 
記念すべき第１回の「虹の松原フェスティバル～松原から愛をこめて～」、体験遊びや宝探

し、スタンプラリーなど虹の松原を散策して親子で一日中楽しめるイベントでした。またアサヒ

ビール株式会社様から虹の松原保全活動への寄付金の贈呈が行われました。

 

海外からも 
虹の松原ツーデーウォーク

虹の松原再生保全に 
アサヒビール

遂に唐ワンくんガムが誕生

 
今後のスケジュールやイベント情報は「唐ワンくんのブログ」で絶賛公開中 
→ http://ameblo.jp/karawankun/ 

 



●4月からの唐ワンくんおすすめ情報 
～ 九州エリア熱戦展開中、唐ワンくん現在４位 ～ 
 
唐ワンくんもエントリーしているご当地キャラ総選挙が始まりました。まず九州地区代表を決

め、全国7地区から選ばれたご当地キャラで決勝大会を行います。春の甲子園と同じ選抜方

式です。上位３キャラが進める次の舞台に、現在４位の唐ワンくんは九州代表に選出され決

勝大会に進むことができるのでしょうか？みなさまの清き１票をどうぞ唐ワンくんにお願い致し

ます。 
 
「ご当地キャラで日本を元気に！」を合言葉に３月から「ご当地キャラ総選挙」が開催されま

す。ご当地キャラ総選挙とは、全国各地の百貨店を舞台に、ご当地キャラとヒーロー、ファン

の方達と一緒になって日本を元気するために立ち上げた、日本百貨店協会主催のプロジェク

トです。ホームページや全国各地の百貨店でみなさんに投票いただき、「ＴＯＰ of ご当地キャ

ラ」を選出します！（日本百貨店協会ホームページより抜粋） 
  

【名称】 ご当地キャラ総選挙2013

拡大･･･(JPG)

【主催】 日本百貨店協会

【予備選挙期間】 平成25年3月20日（水）～4月21日（日）

【地区予選期間】 5月上旬～6月上旬

【決勝投票期間】 7月上旬～7月下旬

【決勝大会】 8月上旬

【投票方法】 全国各地の百貨店 
及び特設ホームページ

【参加キャラクター】 唐ワンくん 他

【詳しくは】 日本百貨店協会 
「ご当地キャラ総選挙２０１３」ホームページ 
http://gotochi2013.jp/

 
唐津よもやま話

 
■ふるさとの文化財巡り(1)  
  舞鶴公園のフジ（東城内） 

 

 
唐津城は明治１０年（１８７７）から本丸の一部が舞鶴公園として利用されています。園内には

フジ・サクラ・ツツジなど四季折々の花が美しく咲き誇ります。 
中でも樹齢１００年を超えていると推定されるフジは、根回りは１．３m、幹は根元で分枝し長く

伸び、南北へ１８m、東西に２４mにもおよび、花房の長さは３０～９０ｃｍ、長いものは１３０cm
にも達します。初夏には淡紫色や白色の花を美しく咲かせます。このフジは市指定の天然記

念物に指定されています。 
 
フジはマメ科のつる性の落葉木で自分の力で体を支えることができず、他の樹木に頼り、高

いところへ茎を伸ばします。このため舞鶴公園のフジのように、多くは藤棚で栽培されていま

す。古代より栽培されてきたため多くの園芸品種があります。蔓(つる)は丈夫で切れにくいた

め、藤蔓を使った細工などもたくさん作られています。また日本人にこよなく愛されたことか

ら、藤井・藤田・伊藤・佐藤など名字や意匠などにも目にすることできます。 
フジは細いながら大地にしっかり根を下ろし、木と木がしっかりと絡み合い生長し、毎年多くの

花咲かせます。こうしたことから、唐津市はフジを市の花として定めています。 
 



 
 

 

《舞鶴公園（唐津城）》 

【住所】 唐津市東城内８－１

【TEL】 0955-72-5697

【お問合せ】 唐津市文化課 TEL：0955-72-9171

発行：一般社団法人唐津観光協会 
〒847-0816 唐津市新興町2935-1 JR唐津駅内 

電話番号：0955-74-3355 FAX番号：0955-74-3365 
URL：http://www.karatsu-kankou.jp/


