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平成25年7月5日
■第81号■

発行：一般社団法人唐津観光協会

「第１３回 元気です！玄海町フォトコンテスト」 
優秀賞：『夏空の大輪』 

松本直規さん(佐賀県伊万里市) 

  
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81号です。 
唐津のイベント・観光情報をお届けします。 
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特集：唐津の祇園祭

■ 灯ろうの明かりに照らされた山笠が旋回する「浜崎祇園祭
は ま さ き ぎ お ん さ い

」 
   （ふるさとの文化財巡り④） 

 

灯ろうの明かりに照らされた山笠 高さ15ｍ、重さ5ｔと 
九州でも 大級を誇る

 

山笠の特徴は何といっても高さ15ｍ、重さ5ｔと九州でも 大級を誇る大きさです。その造りは

台車に立てた5本の柱に、「槍出し」と呼ばれる腕木を延ばし、館や人形などの豪華な飾り付

けを行うので、奥行きと立体感があります。この飾りは毎年作り替えられ、祭りの2日前に飾

り付けを完成させます。 
 
祭り当日は諏訪神社前から浜区までの街中を、笛や三味線の山囃子に導かれ、夜遅くまで

練り歩きますが、そのクライマックスは諏訪神社境内での「大まぎり」です。灯ろうの明かりに

照らされた山笠が、車輪を軋ませながら何十回も旋回し、闇夜に浮かんだ美しい火の輪が、

幻想的な雰囲気を醸し出します。祭りが終わると夜を徹して解体が行われ、浜崎の街は翌

朝にはもとの静けさを取り戻すのです。 
 

唐津市浜玉町の諏訪神社の夏祭り「浜崎祇園祭」が、7月20日

（土）21日（日）に開催されます。 
「浜崎祇園祭」は、諏訪神社境内に祀られている祇園社の祭礼

で、平成14年5月10日に唐津市の重要無形文化財に指定されて

います。 
 
伝承によると、宝暦3年(1753年)に、櫛田神社(福岡市)の山笠の

賑わいをみて感動した浜区の網元中村屋久兵衛が地元に伝えた

ものとされています。疫病退散と五穀豊穣を祈念して、浜区、東

区、西区の3台の山笠が街中を練り歩きます。 
 

市指定重要無形文化財 
「浜崎祇園祭」 

（指定年月日： 
  平成14年5月10日）

【日時】 平成25年7月20日（土）・21日（日）



【場所】 唐津市浜玉町浜崎  諏訪神社周辺

【お問合せ】 浜崎祇園山笠振興会 
（唐津観光協会浜玉支所） 
 TEL：0955-56-6937 
唐津市文化課 
 TEL：0955-72-9171

詳細･･･(PDF) 
[運行図(PDF)]

 

■ 海を渡る巨大な山笠「小友祇園
こ ど も ぎ お ん

」（ふるさとの文化財巡り⑤） 
 

豪快に山笠を揺らしながら海を渡る巨大な山笠

 

 
昔からの山笠の形態や製作方法および祭り行事をよく残しています。山笠は高さ15ｍ、重さ

は３ｔ程もある巨大なもので、車輪がない担ぎ山です。釘を使わず、縄と紐だけで縛り上げて

骨組みを組み立てます。飾りは、 上部から下の台上まで、途切れることなく続くように配置

します。 
祭りでは、山笠を約50人の男達で担ぎます。地区内を巡行する際には、山笠が高いため、

張り綱で八方から引っ張りバランスを取ります。また山笠の進み方にも特徴があり、山笠を

揺らして勢いをつけて、短い距離を走ることを繰り返しながら巡行します。地区内を巡り、干

潮に合わせて海に入る頃、祭りは 高潮に達します。祭囃子が威勢よく鳴り響く中、男達が

首まで水につかりながら山笠を担ぎ、豪快に山笠を揺らしながら進む様子は圧巻です。 

 
唐津市呼子町の八坂神社の夏祭り「小友祇園」が、7月21日（日）

22日（月）に開催されます。 
祭りが行われる小友地区の歴史は古く、小友地区を『肥前国風土

記』や『延喜式』に記された古代の交通拠点「登望駅(とものうま

や)」ではないかと考える説もあります。 
 
小友祇園は、八坂神社の祭事として毎年旧暦の６月14日、15日

に行なわれています。万治元年（1658年）にコレラが流行した際

に、悪疫退散を祈願して始まったといわれており、平成15年７月

25日に唐津市の重要無形文化財に指定されています。 

市指定重要無形文化財 
「小友祇園」 

（指定年月日： 
  平成15年７月25日）

 

【日時】 平成25年7月21日（日）・22日（月）

【場所】 唐津市呼子町小友  八坂神社周辺

【お問合せ】 唐津市呼子支所産業課 TEL：0955-53-7165
唐津市文化課       TEL：0955-72-9171



拡大･･･(JPG)

 

■ 260年の伝統を誇る北波多の夏の風物詩 徳須恵祇園祭
と く す え ぎ お ん さ い

 
 

 
唐津市の南部に位置する北波多徳須恵地区の徳須恵八坂神社の祭礼で、宝暦二年（１７５

２年）から始まったとされ、２６０年の伝統を誇る北波多の夏の風物詩です。 
以前は旧暦六月十五日に行われていました。 
昭和４２年に諸般の事情により中断しましたが、昭和５７年７月に１５年ぶりに山笠が復活

し、今に至ります。 
徳須恵八坂神社は、疫病退散の神、合わせて水神として信仰されていて地域民の願いを込

めてにぎやかな囃子とともに美しく飾られた山笠が徳須恵のまちを練り歩きます。 
 
今年は、前日の７月２６日（金）１８：００～開催の「北波多ふるさと夏祭り２０１３」にも徳須恵

祇園山笠が登場します。 
 

【日時】 平成25年7月27日（土） 17：00～21：00 
      7月28日（日） 17：00～20：30

【お問合せ】 徳須恵ぎおん山笠保存会 会長 市木武夫

 （TEL：0955-64-2131）

 

 
■ 疫病退散や五穀豊穣を祈願して行われる 
    「平成25年 唐津の祇園祭カレンダー」 

 



唐津では、市内の各地域において祇園祭が開催されます。 
各地域、山笠の巡行等が行われ、疫病退散や地域の繁栄、五穀豊穣や大漁を祈願します。

 

名称 日時 場所

唐房祇園山笠祭り 7/13（土）～14（日） 唐津市唐房

小川島祇園祭 7/14（日）～15（月） 唐津市呼子町小川島

神集島祇園祭 7/20（土）～21（日） 唐津市神集島

湊祇園祭 7/27（土）～28（日） 唐津市湊

屋形石祇園山笠 8/24（土）～25(日） 唐津市屋形石

 
見所・イベント予告 
 
■ 唐津市内各所と玄海町の１０会場で開催される、花火大会  
    「平成25年 花火大会カレンダー」 
 
夏の夜空を彩る大輪の花火。今年も唐津市内各所と玄海町の１０会場で、花火大会が開催

されます。7月14日（日）に開催される「第61回九州花火大会」を皮切りに、取りを務める「鎮

西町夏まつり納涼花火大会」まで、エリアの海山を舞台に、地域の特性を活かした花火がお

楽しみいただけます。

■『平成25年 花火大会カレンダー』

 

イベント名 日時 場所 問合せ先 備考

第61回 九州花火大会

7/14(日） 
20：00～

唐津市 
西の浜海水浴場

佐賀新聞社 
0952-28-2151

打上げ数 6000発 
荒天時は7/15順延

九州花火大会当日の開催決定については、7月14日（日）15：00に、佐賀新聞社ＨＰ 
http://www.saga-s.co.jp/にて、発表されます。  

北波多ふるさと夏まつり
7/26(金） 
21：00～

唐津市北波多 
北波多中学校グランド

北波多支所 
総務教育課 
0955-53-7130

ｲﾍﾞﾝﾄは18：30～ 
打上げ数 800発 
荒天時は8/9延期

相知町納涼花火大会
7/27(土） 
20：00～

唐津市相知町 
相知交流文化センター周
辺

相知支所 
総務教育課 
0955-53-7120 

打上げ数 500発 
荒天時は7/30延期

増田神社夏祭り
7/28(日） 
20：00～

唐津市肥前町 
高串港

肥前支所 
産業課 
0955-53-7145

式典は 10:30～ 
打上げ数 1300発 
 (予定)

観光と物産まつり 
玄海町花火大会

7/28(日） 
20：00～

東松浦郡玄海町 
玄海町いこいの広場

玄海町花火大会 
実行委員会 
0955-51-3007

ｲﾍﾞﾝﾄは12：00～ 
打上げ数 約4,000発 
唐津駅より 
臨時ﾊﾞｽ運行 
荒天時は7/29順延

浜玉納涼花火大会
8/2(金） 
20：00～

唐津市浜玉町 
浜崎海岸

唐津観光協会 
浜玉支所 
0955-56-6937

荒天時は8/5に延期

水光呼子港まつり 
花火大会

8/4(日） 
20：20～

唐津市呼子町 
呼子港

水光呼子 
港まつり委員会 
0955-82-0678

ｲﾍﾞﾝﾄは8:00～ 
打上げ数 1500発

厳木町納涼花火大会
8/16(金） 
20：30～

唐津市厳木町 
厳木コミュニティセンター 
駐車場

厳木支所 
総務教育課 
0955-53-7110

ｲﾍﾞﾝﾄは 8:00～ 
打上げ数 約 600発

七山夏まつり
8/16(金） 
21：00～

唐津市七山 
旧七山小学校運動場

七山支所 
総務教育課 
0955-53-7172

ｲﾍﾞﾝﾄは18:00～ 
打上げ数 約 300発

鎮西町夏まつり 
納涼花火大会

8/24(土） 
20：00～

唐津市鎮西町 
波戸岬周辺

鎮西町夏まつり 
実行委員会 
0955-51-1052

ｲﾍﾞﾝﾄは12:00～ 
打上げ数 2500発

第61回九州花火大会 
平成25年7月14日(日) 

詳細･･･(PDF)

北波多ふるさと夏まつり 
平成25年7月26日(金) 

詳細･･･(PDF)

増田神社夏祭り 
平成25年7月28日(日) 

詳細･･･(PDF)



観光と物産まつり

玄海町花火大会 
平成25年7月28日(日) 

詳細･･･(PDF)

浜玉納涼花火大会 
平成25年8月2日(金) 
詳細･･･(PDF)

 
■ 今年の夏はここで決まり！ ～第21回 唐津港まつり 海のカーニバルinからつ～ 
 
今年で21回目となる「唐津港まつり海のカーニバルinからつ」が7月14日（日）に開催されま

す。 
海上自衛隊護衛艦『はるゆき』や唐津海上保安部巡視船『まつうら』による 唐津湾体験航海

や、魚のつかみどりなど沢山のイベントが行われます。 
地元の保育園の園児達による大島清流登打ちや中学生の吹奏楽の演奏などの出し物も行

われ、楽しみいっぱいのイベントとなります。（体験航海や魚のつかみどりは事前予約が必

要になります。）また20：00からは総数6000発が打ち上げられる「第61回九州花火大会」が

西の浜海水浴場で開催されます。 
 
今年の夏の思い出作りとして、夏の1日を唐津の海で過ごされてみてはいかがでしょうか？  
 

【開催日】 平成25年7月14日（日）9：30～16：00

【開催場所】 唐津市 唐津東港一帯

【お問合せ】 唐津商工会議所 
海のカーニバル係 
 TEL：0955-72-5141 
当日連絡先 
海のカーニバル実行委員会 
 090-1928-3141

詳細･･･(PDF)

 
■ まつらの里の夕涼み「第41回からつ土曜夜市」 

 

昨年の「からつ土曜夜市」で初お目見
えした「黒獅子」も登場

大手口ステージ

 
唐津の夏の風物詩「からつ土曜夜市」が、7月20日から

8月10日までの土曜日に開催されます。 
「からつ土曜夜市」は、唐津中央商店街の賑わいを呼

び戻そうと、1973年から始まり、今年で41回を迎えま



見て食べて買って、夏の夜長を「からつ土曜夜市」でお楽しみください。 
 
※唐津中央商店街は、JR唐津駅から歩いてすぐ。駐車場が少ないので、ぜひ公共交通機関

をご利用ください。 
 

す。 
「大手口」と「京町」の特設ステージでは、幼稚園の出し

物や日舞の舞踊など、その日ごとにさまざまなステージ

が繰り広げられ、出演者や観覧者の熱気で溢れます。 
7月27日はお子さまに人気の「獣電戦隊キョウリュウジ

ャー」のキャラクターショー、8月10日には「九州プロレ

ス」も開催されます。 
会場では、たこ焼き、焼き鳥、かき氷などの露店がずら

りと並び、山海の珍味をおつまみに、ビールを片手に舌

鼓を打つ姿が多く見られます。商店ごとに物産品やお

すすめ商品の販売も行われますで、お得な掘り出しも

のを見つけるチャンスです。 
昨年の「からつ土曜夜市」で初お目見えした「黒獅子」も

登場します。

 

中町

呉服町

【日時】 平成25年7月20日（土）・27日（土）

8月3日（土）・10日（土） 
17：00～22：00

【場所】 唐津中央商店街

【お問合せ】 唐津中央商店街 
TEL：0955-72-4562

 
■ 神様になったお巡りさんを祀る「増田神社夏祭り」 

 

増田敬太郎巡査の山笠の巡行や警察音楽隊のパレードが行われます。

 
７月２８日（日）唐津市肥前町で「増田神社夏祭り」が開催されます。 
 
九州の西北部、佐賀県唐津市肥前町には、全国でただ一つ、お巡りさんを祀った神社があ

ります。高串（たかくし）の「増田神社」がそれです。 
 
明治２８年の夏、ちょうど日清戦争が終わった年で、中国の戦地から引き揚げる兵士の中に

は伝染病コレラに感染した人たちが多くいました。兵士が上陸した日本各地の港にコレラは

発生しましたが、佐賀県東松浦郡入野村（今の唐津市肥前町）の高串港にも発生したので

す。当時の人々には伝染病の知識は少なく、次々と苦しんで死んでいく人々に、高串の人々

は恐れおののきました。 
 
事態を重く見た佐賀県警は、保健の知識も豊富で警察学校を優秀な成績で卒業したばかり

の、熊本県泗水村（現在の菊池市泗水町）出身で、唐津警察署に配属されたわずか２５歳の

増田敬太郎巡査を現地に派遣しました。（当時は警察が保健指導も行っていました。） 
 
増田巡査は、地区の交通遮断、消毒、死体の埋葬、生水の飲料禁止などの指導を行い、三

日三晩不眠不休で活動しましたが、ついに自らもコレラに感染して、高串の宮崎旅館の２階

に隔離されることになりました。 



 

 

「自分が高串のコレラは背負って行く。」 
と言い残して、７月２６日、人々の見守る中とうとう帰ら

ぬ人となりました。それまで９人の死者が出た高串地区

からは、増田巡査が亡くなってからは一人の死者も出

ませんでした。 
 
その後、高串の人々は増田巡査を「神」として祀り、今

日まで毎年、命日近くの日曜日には、泗水町から遺族

の方々や佐賀県警察学校の学生たちを招き盛大な祭

礼が催されています。

夜には高串港にて花火大会も開催
されます。

【日時】 平成25年7月28日（日） 
9：30 

10：30 
11：30 
13：30 

 
20：00

荼毘の碑参拝（小松島） 
式典（増田神社） 
パレード（高串区内） 
警察音楽隊、 
子供山囃子演奏会（魚市場）
花火大会（高串漁港）

【場所】 唐津市肥前町高串

【お問合せ】 唐津市肥前支所産業課 
TEL：0955-53-7145

詳細･･･(PDF)

 
■ 参加者との交流も楽しめる「２０１３国際渓流滝登りinななやま」 

 

 
今年で、２４回目を迎える、「国際渓流滝登りinななやま」。１．５キロの清流を登るワイルドさ

が魅力のイベントです。 
 
ライフジャケット、ヘルメットを身に付けたら、さあ、いざ行かん！滝川川に入り、自然を楽し

みながら、泳いだり、歩いたりして、ゴールへ向かいます。途中には、ロープを伝って登る場

所や、浮き輪で引っ張ってもらう場所、岩から飛び込みを体験できるスポットもあります。 
 
「子供の頃、遊んで楽しかったことを皆さんに体験してもらっているだけですよ。」そう、参加

するとわかる、まるで子供に戻ったように、はしゃいでしまいます。「ちょっと怖いよ、ドキド

キ、大丈夫、頑張って、ほら手を貸すから、勇気を出して」そんな言葉が、自然に飛び交い、

チームメイトだけでなく、誰とでも仲間になってしまいます。 
 
１．５キロの渓流を登り終えたら川から上がって、渓谷の中の遊歩道を「観音の滝」を目指し

て登ります。日本の滝百選にも選ばれている「観音の滝」でマイナスイオンを全身にたっぷり

浴び、山里の景色を眺めながらゴールを目指します。 
 
ところで、面白いのは、この大会の競技方法。スピードを競うのではなく、いかに基準タイム

に近いタイムでゴールしたかを競います。したがって、時計を持つことはできません。 



 
また、“国際渓流滝登り”という名前のとおり、毎年、外国人の参加も多く、国内外を問わず、

大いに交流を楽しむことができます。レースに参加するだけでなく、参加者が楽しそうに登る

姿を応援したり、写真に撮ったり、交流したり、サポーターとして参加するのが通の楽しみ方

かもしれません。 
 

【期日】 平成25年7月28日（日） 
〔予備日：8月18日（日）〕 

【場所】 佐賀県唐津市七山滝川 
鳴神の丘運動公園（スタート・ゴール）

【コース】 鳴神の丘運動公園から観音の滝往復5㎞

（うち、川の中は1.5㎞）

【当日のスケジュール】

開会式 10：00～

スタート 10：50～

イベント 14：00～15：20
表彰式・閉会式 15：30～16：00

詳細･･･(PDF)

参加資格 健康で体力に自信のある方（ただし、小学生以下は保護者同伴）

参加料 1人 ３，０００円

参加人員 1,100人（※定員になりましたので、受付は終了しています。）

【お問合せ】 滝登り実行委員会

TEL：0955-70-7051
FAX：0955-70-7052

 
■ 清流きゅうらぎ川のほとりで、アユとヤマメの塩焼きを楽しむ 
   ～ 第２９回きゅうらぎ川あゆまつり ～ 

 

アユとヤマメの塩焼きに舌鼓 アユのつかみ取りやアユ釣りなど、楽しいイベントも盛りだくさんです。

 
唐津市厳木町（きゅうらぎまち）で、「第２９回きゅうらぎ川あゆまつり」が開催されます。唐津

市の東の玄関口に位置し、緑あふれる“風のふるさと”厳木町。その深緑の山々を流れる清

流「厳木川」は、松浦川水系の水源として重要な役割を担い、水辺を訪れた人々の心を和ま

せます。厳木川のせせらぎに耳を傾けながら、アユやヤマメの塩焼きをお楽しみいただけま

す。ビールを片手に、炭火でこんがり焼いたアユをほおばってみませんか？アユのつかみ

取りやアユ釣り、ステージイベントなど、多彩な催しも盛りだくさんです。真夏の憩い場「きゅ

うらぎ川あゆまつり」、皆さんでお出かけしてみてはいかがでしょうか。 
 

【開催日】 平成25年7月28日（日）

【開催場

所】

唐津市厳木町中島 
厳木コミュニティセンター駐車場及び裏河川敷

【料金】 「あゆ・やまめ各２匹セット券」前売券1,000円、当日券1,300円 
「肉・野菜セット券」前売りのみ1,000円（当日券はありません。） 
※当日は、生ビールなど魚以外の商品は、各団体にて直接販売されま

す。

【お問合せ】 きゅうらぎ川あゆまつり実行委員会（唐津市厳木支所産業課） 
TEL：0955-53-7115

 
■ 夏といえばカレーだ！！佐賀のカレーを喰いつくせ！ 
   「第２回カレーの王者決定戦 ２０１３」開催

 



１枚のチケットで、５つの店舗のカレーがいただ
けます

小さなお子さまから大人まで、夏の一日を楽しめる 
「第２回カレーの王者決定戦 ２０１３」

 
昨年の夏に開催され、1,400食が完売し好評を博した「カレーの王者決定戦」が、今年も８月

４日（日）に唐津東港（唐津市東大島町フェリーターミナル横広場）で開催されます。唐津市

を中心とした佐賀県内のカレー店舗１５店が出店し、お客様の投票により“カレーの王者”を

決定します。 
１枚のチケットで、５つの店舗のカレーがいただけますので、美味しいと思った店舗に投票し

てください。得票数が一番多かった店舗が「カレーの王者２０１３」として表彰されます。 
当日は「魚つかみ取り」や「氷のプール」、「サガテレビ佐賀ＫＩＤＳ図鑑」の撮影なども行わ

れ、小さなお子さまから大人まで、夏の一日を楽しめるイベントになっています。 
唐津の暑い夏を、カレーを食べて吹っ飛ばせ！「第２回カレーの王者決定戦 ２０１３」で各

店舗自慢のカレーをお楽しみになられてみてはいかがでしょうか。 
 

【開催日】 平成25年8月4日（日） 
10：00～15：00(14：30入場締切) 
雨天決行(荒天時中止)

【開催場所】 唐津東港 
（唐津市東大島町フェリーターミナル横広場）

【チケット】 前売り：６００円（当日７００円） 
販売所： 
唐津駅観光案内所 まいづるグループ各店

【出店舗】 ａｔｒａＣＯＲＥ（佐賀）／油屋（唐津）／アムール

（多久）／石焼カレーm・i（鳥栖）／上場亭（唐

津）／海浜館（唐津）／Ｃａｆｆｅ Ｌｕｎａ（唐津）／

唐津ロイヤルホテル（唐津）／唐津迎賓館（唐

津）／サガシティホテル（佐賀）／Ｊａｍｍｉｎ（唐

津）／Ｊｏｏｋ（唐津）／ダイニングキッチン風の

丘（伊万里）／長崎荘（唐津）／ビヌス（鳥栖）

【お問合せ】 唐津青年会議所  
TEL：0955-73-7205 
http://www.karatsucity.com/jc228/

詳細･･･(PDF)

 
■ＡＴＡだより 
 
  今年もやります！ 夏休み宿題おたすけ隊！！

 
今年も大好評につき夏休み宿題お助け隊を実施いたします。 
今年は新たなコースが加わりました！！ 
大好評のコースもバージョンアップし夏休みにピッタリです！ 
唐津の自然を満喫して楽しい夏の思い出をつくりませんか。

 
＜夏休み宿題 おたすけ隊！！＞ 

作戦① おきあがりこぼしつくり＆ペットボトルでビーズアク

セサリーつくり体験

作戦② ペットボトル顕微鏡つくりと磯釣り体験

作戦③ 坐禅と写経+唐津焼絵付け体験

作戦④ 渓流滝登り体験

作戦⑤ シーカヤック＆石窯ピザつくり体験

作戦⑥ 夏のお寺で修業！ お泊り体験合宿



作戦⑦ 自由工作もバッチリ 唐津焼陶芸体験

作戦⑧ 親子でスウィーツ試食＆工場見学バスツアー

作戦⑨ 星空観察ツアー

詳細とお申込書･･･(PDF)

 
【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） 
〒847-0816 
佐賀県唐津市新興町２９３５－１JR唐津駅構内
  TEL：0955-74-3611 
  FAX：0955-74-3612 
  URL：http://www.yokabai-tabiclub.jp

 
■唐ワンくん日誌（46）

 
～ 休みの唐ワンくん ～ 
 
よい子のみなさん、こんにちワン！ 
 
香港から無事帰国し、グローバルスタンダードに活躍する唐ワンくんです。 
3度目の海外出張を終え唐ワンくんは、確実に海外でイケると確かな手応えを掴んできまし

た。巧みなジェスチャーで表現する唐ワンくんに言葉の壁は存在しませんでした。  
  
夏の暑さにはカレーがいいそうです。唐津のご当地グルメとして定着してきた「唐ワン伽哩」

がテレビ番組で紹介されました。唐津産の食材と唐津産のお米で作る店舗ごとオリジナルの

カレー「唐ワン伽哩」が評判を呼んでいます。唐津でしか食すことができない唐ワン伽哩を是

非一度ご賞味ください。

 

唐ワンくんは香港でも大人気 唐ワン伽哩がテレビ番組にて紹介 3度目の長野県松本市

 
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/ 
 
●7月の唐ワンくんおすすめ情報 
～ 東京駅に唐ワンくん再び ～ 
 
東京駅の設計者である「辰野金吾」は唐津出身です。 
昨年10月に東京駅で辰野金吾の故郷の唐津をＰＲしました。そして再び7月31日（水）と8月1
日（木）の2日間、唐津のＰＲに東京駅に唐ワンくんが登場します。 
唐津観光情報や唐津の地酒、そして唐ワンくんグッズの販売などが予定されています。交通

の便のいい東京駅に唐ワンくんがいますから、是非遊びに来てくださいね。 
 

【イベント名】 東京駅ＴＩＣ東京で唐津市観光ＰＲ

【会場】 ＴＩＣ東京前 
東京駅日本橋口から徒歩1分

【唐ワンくん登場日】 ７月３１日（水）16時頃～19時頃（暗くなるまで）

８月 １日（木）10時頃～17時頃

【詳しくは】 ＴＩＣ東京 
http://www.tictokyo.jp



 
 

 

 

東京駅をご利用される皆様、唐津の唐ワンくんがいますよ

 
唐津よもやま話

 
■ふるさとの文化財巡り(4)  

  県指定重要有形民俗文化財「小川島
お が わ し ま

鯨
くじら

見張所
み は り し ょ

」 
   （指定年月日：昭和４９年２月２５日）

 

小川島鯨見張所

 
玄界灘での近海捕鯨は、江戸時代前期に紀州（今の和歌山県）の熊野灘沿岸地域から伝

わったといわれています。 
当時玄界灘は国内 大の鯨の漁場であり、呼子町の沖約６ｋｍに浮かぶ小川島を基地とし

て、江戸期を通じて捕鯨が盛んに行なわれていました。明治時代に入ると、唐津藩の保護

が解かれたことにより、鯨組
くじらぐみ

を中心とする捕鯨形態は衰退し、株式会社へと変わりながら継

続していましたが、南氷洋での近代捕鯨に押され、昭和３６年に終わりを迎えました。 

小川島鯨見張所は、洋風様式を取り入れた瓦 葺
かわらぶき

木造平屋建てで、大正初期に建てられた

と考えられています。窓は沖合を往来する鯨を発見するため、上釣り回転窓が南側に３門、

北側に４門取り付けられ、風雨の強い時にも監視できるよう設計されています。 

 

小川島鯨見張所は山見
や ま み

小屋
ご や

とも呼ばれていて、古式捕鯨で用

いられていた山見の仕組みが、大正期まで存続していた例は

国内でも珍しいとされています。 
 
《小川島鯨見張所》 

【住所】 唐津市呼子町小川島

【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/


