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平成25年2月4日
■第76号■

発行：社団法人唐津観光協会

唐津のひいな遊び ～まつらの姫達の宴～ 
ギャラリー魚や町会場で展示される御殿雛

  
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76号です。 
唐津市のイベント・観光情報をお届けします。 
 
【INDEX】 

特集：遥かな時を越え「寛永雛」や「御殿雛」などの貴重なおひな様に出合う 
   「～まつらの姫達の宴～ 唐津のひいな遊び」開催 
 ■雛祭り一色の多彩な催しで賑わう、万葉ロマンあふれる会場 
  ～ 古代の森会館 ～ 
 ■唐津に伝わる明治～昭和の多種多様なおひな様が観られます 

  ～ 埋門 ノ館
うずめもんのやかた

 ～> 
 ■歴史ある建物で唐津の旧家のおひな様を堪能 ～ 旧唐津銀行 ～ 
 ■旧家に150年前から伝わる門外不出のおひな様 ～ギャラリー魚や町～ 
 ■かつて捕鯨基地として栄えた島に伝わる 庶民のおひな様 
  ～ 鯨組主 中尾家屋敷 ～ 
 ■唐津のひなまつりに花を添える「ひなまつり協賛ランチ」 
 
 ■ＡＴＡだより 
  ・呼子＆唐津城下 ひいな遊びモニターツアー 

 
見所・イベント予告 



 ■名護屋城茶苑「海月」で楽しむひなまつり 
 ■早春の唐津には花の見所が満載！！第１弾唐津花めぐりスタンプラリー 
 ■唐津の美味しい魚を皆様へ ～ 唐津市水産会館 ～ 
 ■仲間を信じて、立ち上がれ！ 
  ～劇団四季ミュージカル『ガンバの大冒険』唐津公演～ 
 ■魅力的な歌声が会場を包み込む ～ 第９回村田英雄音楽祭 ～ 
 ■呼子の冬は暖かい 冬の呼子「ホッとキャンペーン」 
  ～イカを食べて、心と体がほっかほか～ 
 
[参加者募集] 
 ■イカの寿命はおよそどれくらい？目指せイカマスター！！ 
   「第7回唐津・呼子イカ検定」開催 
 ■日本３大松原の一つ“虹の松原”を歩こう！ 
   ～「第３回 唐津・虹ノ松原ツーデーウォーク」開催～  
 
 ■食べごろ唐津、美味旬彩（21） 
  春の訪れを感じるシロウオ 
 ■唐ワンくん日誌(41) 
  ・鍋とチョコレートとイカを食べよう 
  ・2月の唐ワンくんおすすめ情報 
   ～ 阪急百貨店梅田店で唐津市PRへ唐ワンくん ～ 
 
唐津よもやま話 
 ■唐津に嫁いだ若嫁日記(17)  
  ・～ 唐津ん洞穴 ～ 
 

 
特集：遥かな時を越え「寛永雛」や「御殿雛」などの貴重なおひな様に出合う 
     「～まつらの姫達の宴～ 唐津のひいな遊び」開催

 

城下町“唐津”に伝わるおひな様を展示する「～まつらの姫達の

宴～ 唐津のひいな遊び」が、2月23日から3月10日まで、市内５

会場で開催されます。 
各５会場それぞれに、文化的価値も高い「寛永雛」や「御殿雛」な

どの貴重なおひな様の展示をはじめ、趣向を凝らした展示内容と

イベントが用意されています。 
歴史浪漫あふれる唐津の町でのおひな様巡りをお楽しみになら

れてみてはいかがでしょうか。 
 
【開催期間】平成25年2月23日（土）～3月10日（日） 
【お問合せ】唐津市古代の森会館内実行委員会事務局 
        TEL：0955-77-0510 
≪総合開会式≫ 2月23日（土）１０：００～ 会場：古代の森会館

 
[唐津のひいな遊び ホームページ] 
http://www.kodainomori.com/top/index.htm 

詳細･･･(PDF)

 
■ 雛祭り一色の多彩な催しで賑わう、万葉ロマンあふれる会場 
   ～ 古代の森会館 ～ 

 

 



また、隣接する鏡神社の梅園を楽しむ「古代の森梅まつり」も開催され、物産展では唐津の銘

菓などがお買い求めいただけます。 
 
《古代の森会館》 

万葉ロマンあふれる唐津市鏡にある古代の森会館では

「岸岳城の3人の姫達とおひな様」や「まつらにゆかりの

おひな様」など、華やかなおひな様が展示されます。 
総合開会式が行われる2月23日は、オープニング式典と

して「岸岳城を巡る3人も姫たち」と題した郷土史家山田

洋氏による講演会が行われ、期間中「まつらの万葉かる

た大会」や「唐津かんね祭り」など楽しい催しが開催され

ます。

【住所】 唐津市鏡1826番地2

【開館時間】 9：00～17：00

・「岸岳城の3人の姫達とおひな様」展 
・「まつらにゆかりのおひな様」展 
・ 古代の森梅まつり・物産展 
・ 2/24(日)まつらの万葉かるた大会 
・ 3/2(土)13：30～ うたごえ喫茶

・ 3/3(日)13：00～ 唐津かんねまつり 
・ 3/9(土)まつらの姫達の宴ウォーキング 
※古代の森会館 展示室は 
 有料 大人：100円

【お問合せ】 TEL：0955-77-0510

 
■ 唐津に伝わる明治～昭和の多種多様なおひな様が観られます 

   ～ 埋門 ノ館
うずめもんのやかた

 ～ 
 

 
唐津市城内にある埋門ノ館では、唐津に伝わる明治・大正・昭和のおひな様が展示されます。 
段飾り、内裏雛、御殿雛、木目込み、おきあげなど種類は様々。おひな様と合わせて展示され

ている、屏風や掛け軸、琴、着物、帯、箪笥なども時代を感じさせる貴重なものです。 
その他、古布で作ったおひな様、手作りのさげもん、創作びな、とても可愛らしい地元の幼稚園

児の手作りのおひな様と会場にはおひな様がいっぱいです。 
また、ひなまつりをテーマとした創作花のコーナー（華道池坊唐津支部）、ひなまつり菓子展示

（唐津菓子組合）にも目を奪われます。 
期間中は楽しい体験イベントも開催。是非お誘い合わせの上ご来場ください。 
 

 

毎日 目の前で点てていただける呈茶コーナー※有料（茶道宗偏流唐津支部）

2/24(日) 親子で楽しむ昔の遊び体験  ※無料 要申込

3/ 2(土) 琴演奏１３時から約２０分

3/ 3(日) おひな様絵手紙体験教室  ※無料 要申込

《埋門ノ館》 

【住所】 唐津市北城内６番５６号

【開館時間】 9：00～17：00

【入場料】 無料

【お問合せ】 TEL：0955-75-1810 
※体験教室のお問い合わせ、



 お申し込みもこちら

 
■ 歴史ある建物で唐津の旧家のおひな様を堪能 ～ 旧唐津銀行 ～

 

 

東京駅を設計した、日本を代表する建築家として有名な

辰野金吾氏。唐津出身の辰野氏が監修を行った「旧唐津

銀行」で、旧大島邸をはじめとする唐津の旧家のおひな

様が展示されます。 
辰野金吾氏の同級生であり、唐津銀行（現：旧唐津銀行）

を設立し、郷土経済・唐津近代産業の礎を築いたのが大

島小太郎氏。その大島氏ゆかりの、旧大島邸「寛永雛、

享保雛」など、貴重な雛人形を目にすることができます。

旧唐津銀行を生み出した人々の息吹までも感じることが

できそうなのは、旧唐津銀行での展示だからこそ。 
旧大島邸以外にも、小島家、松下家の由緒正しい雛人形

や雛飾りの数々が並び、その風情には目を奪われます。 
「旧唐津銀行」での雛人形展示は、唐津のひいな遊び期

間中だけ。 
雛人形展示以外にも、唐津焼の作家展、野田幸子さんの

人形展、お花の展示、楽器の演奏会など盛りだくさんの

企画があります。 
代々受け継がれてきた貴重な品々を見て、往時を偲び、

唐津の歴史に思いを馳せる時間は贅沢の極み。ぜひ、足

をお運びください。 
 
 ・ 旧大島邸「寛永雛、享保雛」の展示 
 ・ 旧大島邸の写真展 
 ・ 唐津の旧家 小島家、松下家の雛人形の展示 
 ・ 唐津焼 女流作家展 
 ・ 野田幸子さん人形展 
 ・ スイーツマルシェ （期間中の土・日限定開催） 
 ・ フラワーアレンジメント展 2/23（土）・24（日）・25（月） 
 ・ 五葉会茶花展 3/2（土）・3/3（日） 
 ・ チェロ演奏会 2/24（日） 
 ・ バイオリン演奏会 3/3（日） 
 ・ 琴演奏会 3/9（土）

 
《旧唐津銀行》 

【住所】 唐津市本町1513-15

【開館時間】 9：00～18：00

【お問合せ】 TEL：0955-70-1717

 
■ 旧家に150年前から伝わる門外不出のおひな様 ～ギャラリー魚や町～ 

 



明治14年（1881）に建てられた町家 
ギャラリー魚や町 幅一間(約180㎝)、高さは約130㎝の御殿雛壇。 

（写真右）

 

ギャラリー魚や町は、明治14年（1881）に建てられた町家

で、白壁の外観や約４５坪の広大な土間、28畳の座敷、

茶室等当時の風情を残しています。この会場では、唐津

市魚屋町に代々続く旧家・東の木屋（山内家）に、150年

前から伝わる見事な御殿の雛壇を持つおひな様を観るこ

とができます。 
この御殿雛(御殿人形)は、本家八代目「均安・蔵六」の長

女であったカ子(かね)が安政5年（1858)3月3日に西ノ木

屋で生れた時、蔵六が京都で作らせたもので京都の紫宸

殿を模したとされています。 
幅は一間(約１８０㎝)、高さは130㎝ほどあり、カ子さんが

成人し東ノ木屋・山内久助に嫁いだ時に、このおひな様を

東ノ木屋に持参したと伝えられています。 
この由緒正しき雛飾り、ひな祭りのイベント等で貸し出し

の依頼が度々ありましたが「おひな様は、お座敷にお飾り

してはじめて晴れるもの」との想いから断り続けていたそ

うです。実行委員の熱い願いと、展示会場が東の木屋向

かいの旧家を利用したギャラリーということで、昨年初め

て公開が実現しました。 
旧家に伝わる門外不出のおひな様、篤とその目でご覧く

ださい。 
それ以外にも唐津市内の人形コレクター3人が所蔵する

明治以降のおひな様や若手作家3人による唐津焼の展示

も開催されます。 
 
《ギャラリー魚や町》 

 

【住所】 唐津市魚屋町2041

【開館時間】 9：00～17：00

【お問合せ】 TEL：0955-72-3636

三人官女を従えて神殿内に 
鎮座する男雛と女雛

細部まで細工が施されている 
御殿雛壇の屋根

唐津市内の人形コレクター3人が所
蔵する明治以降のおひな様も展示
（写真は昨年）

 
■ かつて捕鯨基地として栄えた島に伝わる 庶民のおひな様 
   ～ 鯨組主 中尾家屋敷 ～ 

 

 
江戸時代から明治初頭にかけて、170年間にわたり呼子を拠点に捕鯨業が盛んに行われまし

た。華美を戒め、荒くれの漁師の大集団を率いた鯨組主は、「その繁栄は、殿様をも凌ぐ」とい

われるほど栄華を誇っていました。 



 
その鯨組が鯨の解体・加工を行う納屋場を置いていた小川島では、段飾りのおひな様ではな

く“おきあげ雛”と呼ばれるひな人形が飾られていました。 
おきあげ雛とは、押し絵雛とも呼ばれ人形型に彩色、衣装を張りつけた素朴な半立体。それも

お内裏さまでなく、歌舞伎の名場面等を題材にし、麦わらの束に挿し床間に飾るという珍しいも

のです。中尾家屋敷では、“おきあげ雛”の展示の他、“箱びな”や“御殿びな”、３畳ほどもある

「初凧（はったこ）」など。その他、地域に伝わるお雛様など多数ありますので、ぜひご覧になら

れてみてはいかがでしょうか。

 

 

《鯨組主 中尾家屋敷》 

【住所】 唐津市呼子町3750-3

【開館時間】 9：00～17：00（入館は16：30まで）

【お問合せ】 TEL：0955-82-0309

 
■ 唐津のひなまつりに花を添える「ひなまつり協賛ランチ」 

 

唐津のひなまつりに花を添える「ひなまつり協賛ランチ」 
各加盟店においてひなまつりにぴったりのメニューが用意されています。

 
「～まつらの姫達の宴～ 唐津のひいな遊び」開催に合わせ、会場周辺の加盟店にて、桃の節

句にちなんだ華やかな「ひなまつり協賛ランチ」が提供されます。 
旅館でいただく会席料理や本格フレンチをはじめ、カジュアルに楽しめるパスタランチや花籠御

膳など、唐津の食も満喫していただけます。 
 



 

ひなまつりの会場“唐津城下エリア”にある唐津の老舗

旅館「水野旅館」では、この季節ならではの食“白魚”の

会席をご予約いただいたお客様に、お抹茶とお菓子が

サービスされます。 
 
“呼子・鎮西エリア”にある「旅宿よぶこ」では、イカの活

き造りをメインにあらかぶの唐揚げやデザートが付いた

「春ひな御膳」がお楽しみいただけます。 
“鏡・浜玉エリア”の虹の松原内にある欧風創作料理が

楽しめる「海浜館」では、ひなまつりランチに可愛いデザ

ートがサービスされます。 
 
その他にも各加盟店においてひなまつりにぴったりのメ

ニューが用意されていますので、ランチマップを片手に

お気に入りのお店を探されてみてはいかがでしょうか。

唐津城下エリアランチマップ･･･(PDF)

呼子･鎮西エリアランチマップ･･･(PDF)

 
■ＡＴＡだより 
 
  ～ 呼子＆唐津城下 ひいな遊びモニターツアー ～ 
 
唐津よかばい旅倶楽部では、モニターツアーを企画いたしました。 
昨年より実施いたしていますパーク＆バスライドの社会実験において、唐津市の冬季イベント

である「唐津のひいな遊び」と「呼子の朝市」を組み合わせで、今までにありそうでなかったツア

ー内容となっております。 
 

『ひいな遊び』を見学しつつ早春の港町呼子、城下町唐津を散

策します。 
日本三大朝市のひとつ『呼子朝市』見学、試食＆ショッピング。

昼食では 名物『イカの活き造り定食』に舌鼓。唐津城下で試食

めぐりもでき、参加者にはお土産もつきます。 
 【催行日程】 
  2/23(土)・24日(日) 
  3/2(土)・3(日)・9(土)・10(日) 
 【旅行代金】 
  大人(中学生以上) おひとり様 2,900円 
  小人(小学生以下) おひとり様 1,900円 
   ※食事代・保険代を含みます。 
   ※ご自宅～集合場所までの交通費は含まれません。 
 【定員】 
  40名 (最少催行人数 20名)

 
 

詳細とお申込書 【PDF】

 

おひな様(イメージ写真)

 
【お問合せ】 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 



 
■ 名護屋城茶苑「海月」で楽しむひなまつり

 

 
２月２４日（日）から３月１０日（日）まで、唐津市鎮西町にある名護屋城茶苑「海月」で「海月の

おひなまつり」が開催されます。海月のおひなさまは、味わいのある顔が特徴で、木箱に入った

６０年ほど前のものです。３月３日（日）に行われる「おひなさまマルシェ」には、癒しのお店やパ

ン屋さんなど楽しいお店が集まります。 
 

【会場】 唐津市鎮西町名護屋３４５８ 
名護屋城茶苑「海月」  
TEL ０９５５－８２－４３８４

【開催期間】 平成25年2月24日（日）～3月10日（日）
（期間中の休館日 
 2月6・20日 3月6日）

【開館時間】 9：00～17：00
【料金】 お茶+お菓子500円

【期間中の催し】 おひなさまマルシェ 
3月3日（日）10：00～15：00 
入苑料200円

詳細･･･(PDF)

 
■ 早春の唐津には花の見所が満載！！第１弾唐津花めぐりスタンプラリー 

 

しだれ梅 ベゴニア

 

 
【花所】 

唐津市浜玉町では２月～３月にかけてしだれ梅、ベゴニ

ア、ブーゲンビリア等、次々と花の見ごろを迎えます。 
その時期に恒例となりました「花めぐりスタンプラリー」が

今年も行われます。 
花所と協賛店１２ヶ所においてあるスタンプを３つ以上集

めていただきますと、抽選で唐津の物産品や、スタンプラ

リー参加施設の無料入場券、鉢植え等が当たります。（ス

タンプ台紙は各花所に置いてあります。） 
※スタンプ捺印条件は施設によって違います。 
 （無料～５００円）

ブーゲンビリア

有須田家 
しだれ梅

川崎家 
しだれ梅

佐々木家 
浜玉町山田地区
しだれ梅

佐々木家 
浜玉町瀬戸地区
しだれ梅

ブーゲンの森 
ブーゲンビリア 
（０９５５） 

ベゴニア園 
ベゴニア  
（０９５５） 

古代の森会館 
梅 
（０９５５） 

七山 
桃の花見園 
０９０－４５８８ 



※しだれ梅のお問い合わせは唐津観光協会浜玉支所 
 ０９５５－５６－６９３７までお願いいたします。 
 
【協賛店】 

 

※４月～８月にかけても第２弾唐津花めぐりスタンプラリーが開催予定です。 
 詳細はお問い合わせ先にお尋ねください。

７０－５７５７ ５６－８５８０ ７７－０５１０ －７２９７

オレンジハウス 
（０９５５） 
５６－３０３５

キッチンみのり 
（０９５５） 
５６－８９１９

たまご色のケー
キ屋さん 
（０９５５） 
５６－６８０２

おさかな村 
（０９５５） 
５６－２２００

【期間】 平成２５年２月１０日（日）～３月１０日（日） 
※期間終了日は花の開花状況により変更になる場合があります。

【お問合せ】 唐津花めぐりの会事務局ＴＥＬ０９０－３６６７－１９３６（近藤） 
（社）唐津観光協会 ＴＥＬ０９５５－７４－３３５５ 
（社）唐津観光協会 浜玉支所 ＴＥＬ０９５５－５６－６９３７

 
■ 唐津の美味しい魚を皆様へ! ～ 唐津市水産会館 ～

 

赤レンガ倉庫を思わせる外観 丁寧に半調理された地元の鮮魚

 

２０１３年１月９日に新しいスポット「唐津市水産会館」がオ

ープンしました。 
鮮魚や水産加工品の消費拡大を目指す拠点施設として

「水産のまち」を観光客や地元住民にアピールする目的

で整備されたもので、外観は赤レンガ倉庫をおもわせる

様なシックな２階建ての造りとなっています。 
 
１階には、地元玄界灘でとれた鮮魚を中心に魚介類の加

工品などを販売するコーナーと水揚げされたばかりの鮮

魚を中心に提供するレストランが有り、気軽に立ち寄れる

雰囲気です。 
 
２階は多目的ホールや研修室があり一般の使用もできる

ということです。 
 
店長の鬼塚 仁さんは「魚離れと言われていますが、消

費者の方は調理が大変とか触るのが苦手、どんな料理を

作ればいいのか分からない等があるようです。私たちは、

そんな手間を省くように調理したり、献立の提案をしてい

きたいと思います。」とおっしゃっています。 
今は、少なくなってきた町の魚屋さんのような気さくで頼り

になるお店になるのではないでしょうか。 
 
また、レストランでは魚屋さんならではの新鮮なお魚を使

った料理が提供されています。 
大きな窓からは、隣接している魚市場が見え料理への期

待感が上がりいい雰囲気です。 
今回は、一番人気の「海鮮丼」を食べさせていただきまし

鬼塚 仁 店長

飲食ブースの大きな窓からは 
魚市場の風景

海鮮丼 900円



店員の方は「まだ開店したばかりでメニューも少ないですが今後は、子供さん達が喜ぶようなも

のや豊富な鮮魚を生かしたメニューを増やしていきたいです。」とどんなメニューが登場するか

楽しみです。 
その他にも、魚のさばき方などの教室なども企画されているようです。 
 
《唐津市水産会館》 

た。 
使用するお魚はその日の水揚げにより変わりますが、こ

の日は鯛、烏賊、カンパチ、マグロ、サーモン、トビコでし

た。ちょっと甘めのごま醤油をかけ色々な触感や味が楽し

めました。

【住所】 唐津市海岸通7182番地217

【営業時間】 販売コーナー 
 9：00～18：00 
レストラン 
 11：00～17：00 
 （オーダーストップ16：30）

【休館日】 毎月第４木曜日

【お問合せ】 0955-75-3131 
2階ホールの問い合わせ 
唐津市役所 水産課 
0955-72-9130

 

焼きサバ定食 500円 少し辛みの効いた海鮮カレー
600円

とんかつ定食 700円

 
■ 仲間を信じて、立ち上がれ！ 
   ～劇団四季ミュージカル『ガンバの大冒険』唐津公演～ 

 

 

平和な暮らしを楽しむ町ネズミのガンバ。心の中では「何

か大きなひろいもの」にあこがれている。 
ある夜、個性豊かな船乗りネズミたちから、海の旅はゾク

ゾクする体験ができると聞き、冒険の旅に出かけてみた

いと思っていた。 
そこへ、島ネズミの忠太が傷だらけでやってきて、「ふるさ

との夢見が島が、イタチに襲われてネズミたちが窮地に

陥っている。」と助けを求めてきた。 
危険を前に、助けに行くことを躊躇する船乗りネズミたち。

「死ぬことを恐れていて何ができる？俺は１人でも島に行

くぜ！」 
ガンバの勇ましい言葉に、１０人の島ネズミも一緒に助け

に行くことになった。 
イタチが踊る奇妙なダンスを見ると、催眠術にかかったよ

※写真は過去の公演より
《写真＝撮影：阿部章仁》



さあ、ガンバ達はどう戦うのか？緊張の時が今、やってこようとしていた・・・。 
 

うに引き寄せられるらしい。

【とき】 平成25年3月3日（日） 
開場 15：00  開演 15：30 終演 17：30(予定)

【ところ】 唐津市民会館 大ホール 
唐津市西城内6-33

【チケット】 ＳＳ席 ５,０００円 
Ｓ席  ４,０００円 
Ａ席  ３,０００円 
Ｂ席  ２,０００円 
Ｃ席  １,５００円 
※3歳以上有料（3歳未満着席鑑賞は有料） 
※Ｓ席、Ａ席に子ども料金の設定 
 （小学生以下５００円引き）があります。

詳細･･･(PDF)

★ 劇団四季ミュージカル唐津公演は、「生の舞台芸術に接する機会の少ない地域の子ど

も達に、その素晴らしさを知ってもらおう」と地元の有志が実行委員会を立ち上げ、２００

４年９月に最初の公演が実現しました。 
今年もまた、子ども達に夢を与えます。

【お問合せ】 「劇団四季」唐津公演実行委員会 TEL：090-9483-0489

 
■ 魅力的な歌声が会場を包み込む ～ 第９回村田英雄音楽祭 ～ 

 

 
昭和演歌界の大御所、村田英雄ゆかりの地唐津市で【第９回村田英雄音楽祭】が開催されま

す。 
この音楽祭は故人の功績を顕彰するとともに、村田英雄音楽祭をより多くの方に継承していた

だき、当コンテストが演歌の登竜門に発展する事を目指して開催されます。 
今年は２１４名の応募者から厳選なる審査を勝ち抜いた村田英雄部門２０名、一般部門４０名、

計６０名の出場者が大会会場である唐津市民会館にて自慢の歌声を競います。 
ゲストには演歌歌手川野夏美さんを迎え、華やかなステージもお楽しみいただけます。 
 

《第９回村田英雄音楽祭（二次予選・決勝同日開催）》 

 

【日時】 平成25年3月10日（日） 
開場9：30  開演10：00～

【会場】 唐津市民会館 大ホール 
唐津市西城内6-33 
TEL：0955-72-8278

【入場料】 前売券：1,500円 
当日券：2,000円

【ゲスト】 川野夏美

【お問合せ】 村田英雄記念館 TEL：0955-51-8312
拡大･･･(JPG)

 
■ 呼子の冬は暖かい 冬の呼子「ホッとキャンペーン」 
   ～イカを食べて、心と体がほっかほか～ 

 



平成２４年４月にオープンした「呼子台場の湯」。 
期間中、下記の店舗で宿泊又はお食事をすると「呼子台場の湯」に無料で入浴できるクーポン

券がもらえます。 
内湯と展望風呂があり、展望風呂は高串温泉からの源泉を使用しています。 
イカを食べてお風呂に入って、心と体もほっかほかになりませんか？お隣には地元の新鮮な魚

介類、特産品を揃えた直売所「大漁鮮華」もありますよ！ 
 

《呼子台場の湯》 

  ※タオルは有料(２００円)となりますのでご持参ください。 

【キャンペーン加盟店】 

【期間】平成２４年１２月２６日～平成２５年３月３１日 
     (クーポン有効期限：ご利用日(発行日)の翌日まで)

<宿泊施設> 出雲旅館 
筑前屋旅館

<お食事処> ふく萬坊 
海中レストラン 萬坊 
海舟 
お魚処 玄海

※店舗での支払いは現金またはカードに限ります。
 １団体３０名様までとさせて頂きます。

詳細･･･(PDF)

【住所】 唐津市呼子町呼子１７４０－１１

【利用時間】 10：00～20：00(受付は19：30まで)

【休館日】 毎月第３水曜日(水曜日が祝日の場合その翌日)

【電話】 TEL：0955-82-2111

[参加者募集] 
 
■ イカの寿命はおよそどれくらい？目指せイカマスター！！ 
   参加者大募集 「第7回唐津・呼子イカ検定」開催

 

イカになりきって、目指せ“イカマスター” 
呼子朝市通りで開催される「第7回唐津・呼子イカ検定」

 
唐津で楽しめる新鮮な魚介類の中でも呼子のイカの活き造りは特に有名です。その呼子のイ

カに関する問題を中心に、唐津市の農水産物･観光（自然･歴史･文化）などのさまざまな知識を

問うご当地検定「第７回唐津・呼子イカ検定」が開催されます。 
会場は、呼子町の朝市通り(雨天時変更あり)。朝市のオバチャンたちの元気な声援を受けなが

らの試験になります。 
合格者には、バッジと認定証と認定カードが贈られ、この認定カードを唐津地区の協賛店（約３

０社）で提示すると、嬉しい特典が受けられます。一般試験に合わせて、さらに難易度の高い

「イカマスター試験」も開催されます。「イカマスター」に合格された方には、認定証と認定カード

発行のほか、朝市広場のモニュメントに認定者のネームプレートが表示されます。 
ますます盛り上がる「唐津・呼子イカ検定」にチャレンジされてみてはいかがでしょうか。 
 

【受験資格】 学歴、年齢、国籍等の制限はありません

【試験日時】 平成25年 2月24日(日) 11：00～12：00
【申込期間】 平成25年 2月9日(土)まで

【試験会場】 唐津市呼子町呼子朝市通り（雨天の場合会場変更）

【試験内容】 （公式テキストから出題）

 ① イカ検定試験（定員150名） 
  ・4択問題 100問中70点で合格  
  ・バッジ、認定証、認定カード発行 



 ②目指せ満点合格！再チャレンジ試験（定員20名 イカ検定合格者対象） 
  ・4択問題 100問中100点で合格  
  ・満点ゴールドカード発行 
 ③イカマスター試験（定員無し） 
  ・記述式 100問中90点以上で認定 
  ・認定証、認定カード発行 
  ・朝市広場のモニュメントに認定者のネームプレートを掲示

【受験料】 ①3,000円（イカ検定試験） 
②1,500円（再チャレンジ試験） 
③3,000円（イカマスター試験）

【お申込み先】 唐津観光協会ホームページ 
http://www.karatsu-kankou.jp/ （申込書･申込方法などこちらから）

【お問合せ】 唐津・呼子イカ検定委員会 (社団法人唐津観光協会内)   
ＴＥＬ：0955-74-3355

 

昨年は、唐津のゆるキャラ“唐ワンくん”も受験。呼子の“サキちゃん”も応援しました。

 
例題： 「イカの寿命はおよそどれくらい？」 

  A）３ヶ月 B）1年 C)5年 D）10年

解答： B）1年 
例外もあるが、多くの種類のイカの寿命は1年とみられる。オスは交接の後、メスは
産卵の後一生を終える。

 
■ 日本３大松原の一つ“虹の松原”を歩こう！ 
   参加者大募集 「第３回 唐津・虹ノ松原ツーデーウォーク」開催 

 

 

 
昨年に引続き、豊かな自然を残す唐津市で「第３回 唐津・虹ノ松原ツーデーウォーク」が３月２

３日(土)２４日(日)に開催されます。 
「美しい日本の歩きたくなる道５００選」にも選定されている“虹の松原”をはじめ、観光のシンボ

ル“唐津城”や万葉ロマンあふれる佐用姫伝説ゆかりの地などを巡る大変魅力あるウォーキン

グイベントです。 
本大会は“国際・日本市民スポーツ連盟認定大会”、“九州マーチングリーグ公式大会”、”オー

ルジャパンウォーキングカップ認定大会“となっております。参加される皆様の目的や体力に合

わせてコースを選択できます。また、昨年はゼッケンを着けたワンちゃん達も参加してくれまし

た。 
春の唐津を満喫できる「第３回 唐津・虹ノ松原ツーデーウォーク」へのご参加お待ちしておりま

す。 
 
当日参加も可能ですが、2月28日までにお申込いただきますと、大会パンフレットにお名前が掲

載されます。 
 

【日時】 平成２５年３月２３(土)２４日(日) 雨天決行

【会場】 松浦川運動公園 
唐津市鏡3035-3(ＪＲ東唐津駅そば)

【コース】 ○見帰りの滝と唐津城をたずねるみち 



 ２３日(土) 開会式 8：40 

 
○鏡山と虹の松原をたずねるみち 
 ２４日(日) 開会式 8：40  

・４０㎞  7：00受付 8：00スタート

・２０㎞ 8：00受付 9：00スタート

・１０㎞ 8：30受付 9：30スタート

・ ５㎞ 8：30受付 9：30スタート

・３０㎞  7：00受付 8：00スタート

・２０㎞ 8：00受付 9：00スタート

・１０㎞ 8：30受付 9：30スタート

・ ５㎞ 8：30受付 9：30スタート

【参加費】

※ただし参加記念品はありません。

一般  1,800円(当日2,000円)
中高生  900円(当日1,000円)
小学生以下 無料

唐津市・玄海町(中学生以上)
 500円(当日 600円)

【お問合せ】 社団法人 唐津観光協会 
ＴＥＬ：0955-74-3355

【主催】 唐津・虹ノ松原ツーデーウォーク実行委員会

詳細･･･(PDF)

 
■食べごろ唐津、美味旬彩（21）

 
 春の訪れを感じるシロウオ

 

 
ツガニ漁で有名な唐津市の浜玉町の玉島川で春が近づくと風物詩があります。それは春告魚

と呼ばれるシロウオ、ハゼ科の魚で鱗がないのが特徴です。  
 
シロウオ漁は川の水が日に日にぬるみだす2月中旬から始まって、本格的な春を迎える4月15
日まで続きます。100年以上の歴史を持つシロウオ漁をされているのは、玉島漁業組合から委

託を受けた玉島川河川美化の会のメンバー9人。満潮に乗って唐津湾から上ってきたシロウオ

を捕らえる“やな”は、シロウオの資源保護のため岸沿いの８ヶ所だけに仕掛けます。  
 
シロウオはなかなか口にされる事は少ないと思います。ふっくらと透き通った美しい姿に淡白な

味わい、是非この機会に召し上がってみてはいかがでしょうか？ 

 
 【お問合せ】 

飴源(玉島川漁協組合長 田中 三好さん）
〒849-5102 唐津市浜玉町五反田1058-2

TEL： 0955-56-6526
FAX： 0955-56-6049

 
■唐ワンくん日誌（41）



 
～ 鍋とチョコレートとイカを食べよう ～ 
 
よい子のみなさん、こんにちワン！ 
バレンタインチョコが気になる季節ですが、まだ寒さが厳しいですね。そんな時には鍋が食べた

いです。唐津の新名物の「からつ薬膳鍋」はいかがでしょうか。 
唐津市旅館協同組合の美人女将といっしょに新聞各社に「からつ薬膳鍋」をお薦めに行って来

ました。新聞社のみなさんの反応は上々でした。どうぞ唐津へ鍋を食べに来てください。

 

福岡市内の新聞社5社へ唐ワンくんと女将が「からつ薬膳鍋」のPRに

 
また、唐ワンくんがハウステンボスでギネス記録に認定されました。というのも「ひげダンス」を

同時に144体のキャラクターで5分間踊る記録がギネスに認定され、そのメンバーの一人であっ

た唐ワンくんも世界記録保持者であります。

 

ひげダンスでギネス世界記録に名を名を連ねた唐ワンくん

 
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/ 
 
●2月の唐ワンくんおすすめ情報 
～ 阪急百貨店梅田店で唐津市PRへ唐ワンくん ～ 
 
昨年11月にリニューアルオープンし関西で大注目を浴びている「阪急百貨店うめだ本店」で2月

末から3月上旬に「九州物産展」が開催されます。そこへ唐津市から唐ワンくんもPRに伺いま

す。年に５回は関西方面へ出張する唐ワンくんなので、阪急うめだ本店には初登場ですが関西

慣れしていることでしょう。唐津から唐ワンくんの他に呼子のケンちゃんも参加予定です。唐ワ

ンくんとケンちゃんペアで唐津の魅力を存分にお伝えします。 
  

【名称】 九州物産展（仮）

【唐ワンくん登場日時】 平成25年3月１日（土）13：00～17：00頃 

 
      3月2日（日）13：00～17：00頃

【会場】 大阪市 阪急うめだ本店 催事場

【参加キャラクター】 佐賀県を代表して唐ワンくん  
唐津市呼子町のケンちゃん  
九州を代表するキャラクター数体

【詳しくは】 阪急うめだ本店ホームページ 
http://www.hankyu-dept.co.jp/honten/

 



 
 

 

九州各県ごとに特色のあるキャラクターが 
阪急うめだ本店に

呼子のイカ ケンちゃん関西初出荷

 
唐津よもやま話

 
■唐津に嫁いだ若嫁日記(17)  
  ～ 唐津ん洞穴 ～ 

 

 
こんにちは。みなさん、源氏物語はご存知ですか？ 
実は、その中に佐賀・唐津の地が登場しており、ヒロインの一人が隠れた洞穴が現在も残って

いるのです！ 
 
以前、第71号に掲載した鏡神社のことは覚えていますか。  
そちらの宮司さんに、お話を聞いていたので行ってみました。 
 
場所はわかりにくいですが、鏡山のふもとから西にしばらく進み、道路から少し入ったところに

「玉(たま)鬘(かずら)古墳」と書かれた看板が立っています。 
そのわきから、竹やぶを登っていくと石積みの洞穴が…。 
入るには薄暗く､怖くて入りはしませんでしたが、カメラのフラッシュを光らせると、奥まで広そう

な雰囲気でした。 
 
鏡神社には、源氏物語にでてくる歌が刻まれた歌碑があります。 
その歌を詠み、源氏物語について知っていくと、なぜ鏡地区に洞穴があり、その名がついたの

かがわかると思います。 
 
興味のある方はぜひ、鏡神社に足を運んでみてくださいね。 
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