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平成25年11月7日

■第85号■
発行：一般社団法人唐津観光協会

四季折々の風景が楽しめる「環境芸術の森」 11月の紅葉の風景  
唐津市厳木町平之 http://mori.tsurumatsu.com/ 

  
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85号です。 
唐津のイベント・観光情報をお届けします。 
 
【INDEX】 

特集：唐津のお取り寄せグルメ(2013年) 
 ■唐津の老舗のステーキ専門店「キャラバン」のお取り寄せの逸品 
  「特選伊万里牛ハンバーグギフト」 
 ■玄界灘で獲れる魚と厳選素材にこだわった 
  日本料理 花菱 「ふんわり そぼろ」（鰆） 
 ■減農薬栽培の青しそを使った爽やかな風味の 
  麻生園芸「青しそそば ・青しそうどんセット」 
 ■玄界灘の天然あわびを丸ごとお届け 魚又「天然活きあわびの味噌漬け・酒蒸し」 
 
 

 
見所・イベント予告 
 ■「第27回岸岳炎まつり」と「唐津焼 秋の窯元ツーリズム」 
 ■第36回きゅうらぎまち風のふるさとまつり 
 ■唐津の冬場最大イベント！！ 「唐津うまか博2013・第９回からつ鍋まつり」 
  



[参加者募集] 
 ■村田英雄ゆかりの地唐津で開催される「第10回村田英雄音楽祭」  
 ■歌姫、続々。唐津ジュニア音楽祭、出場者募集中！！  
 
 

 ■ＡＴＡだより 
  ・～ 秋の唐津んツアー ～ 
  天神からちょっと足をのばして唐津の秋をゆっくり満喫してみませんか。 
 ■唐ワンくん日誌(50) 
  ～ 唐津くんちに50万人 唐ワンくん日誌は50号目 ～ 
  ・11月の唐ワンくんおすすめ情報 
   ～ キャラクターの「さみっと」です ～ 
 
唐津よもやま話 
 ■ふるさとの文化財巡り(13) 

  ・国指定重要文化財 銅鐘
どうしょう

（朝鮮鐘
ちょうせんがね

、大平六年九月ノ名アリ) 
 
 

 
特集：唐津のお取り寄せグルメ(2013年)
■ 唐津の老舗のステーキ専門店「キャラバン」のお取り寄せの逸品 
   「特選伊万里牛ハンバーグギフト」 

 

「特選伊万里牛ハンバーグギフト」 
5,250円（税込・送料別）

 

1979年の創業の唐津の老舗の 
ステーキ専門店「キャラバン」

 
１９７９年の創業の唐津の老舗のステーキ専門店「キャラバン」は、お客様の目の前でステー

キを焼いてお箸で気軽に食べていただける鉄板焼きのお店です。現在鉄板の前でステーキ

を焼くのは、二代目の河上彰範シェフです。 
先代より30年以上の永きに渡り唐津市中町の一角で愛され続けている「キャラバン」のお取

り寄せの逸品「特選伊万里牛ハンバーグギフト」は、ハンバーグ5個に、特製の「黒たれ」と唐

津産の塩とマチュピチュの岩塩がブレンドされた「ごちそう岩塩」が入っています。 
このハンバーグは、お店でも提供されているもので、河上シェフがこだわるA5ランクの伊万

里牛や唐津産の玉ねぎ等の食材を合わせ作り上げる、1日10食限定のプレミア感のあるメ

ニューです。また特製の「黒たれ」も、唐津の地において昔ながらの醤油作りにこだわる「マ

ツキン醸造」の醤油をベースにした風味豊かなもので、専門店の味がご自宅でもお楽しみい

ただけます。 
 「特選伊万里牛ハンバーグギフト」の他にも、ステーキの「白たれ」「黒たれ」や「橙ポン酢」

をはじめ、クリーミーで玉ねぎの美味しさがつまった「キャラバン生ドレッシング」の通信販売

も行われています。 
この機会に唐津の老舗のステーキ専門店「キャラバン」の「特選伊万里牛ハンバーグギフト」

をお取り寄せになられてみてはいかがでしょうか。 
 
 ●「特選伊万里牛ハンバーグギフト」 5250円（税込・送料別） 
   セット内容 ハンバーグ（130ｇ）×5個 黒たれ（220ml）×1 ごちそう岩塩（30g）×1 
   ※ハンバーグは冷凍でのお届けとなります 

【お問合せ】 キャラバン 
唐津市中町1845丸廣ビル1階 
TEL：0955-74-2326 
FB：https://www.facebook.com/karatsu.caravan



 
■ 玄界灘で獲れる魚と厳選素材にこだわった 
    日本料理 花菱 「ふんわりそぼろ」（鰆） 

 

 
日本料理「花菱」は、日本料理一筋４０年の店主が良い素材を生かすお料理にこだわり、沢

山のファンを持つ知る人ぞ知る名店です。 
そのお店で提供している「そぼろ」や「えびしお」「ポン酢」などの持ち帰りの希望を受け、商

品化された逸品です。 
その中でも今回は、「さわらそぼろ」を紹介します。 
玄界灘で獲れる活きの良い魚と厳選素材にこだわり６時間かけて煮込むことで、ふんわりし

た食感やじゅわっとジューシーさが広がり、上品な甘み・旨みが美味しいさわらの旨みを凝

縮したそぼろです。 
 
 ●「さわらそぼろ」 
  内容量・価格： 50g 630円 / 100g 1,260円（税込、送料別） 
  賞味期限： 発送日より2週間 （ 要冷蔵 ） 
 
その他にも、厳選素材を使った逸品があり、ご希望に合わせて詰合せもできるとのこと、ホ

ームページをご覧の上お問い合わせ下さい。 
日本料理「花菱」がこだわって作った、本当に美味しいものを頂く幸福を、「おいしいは口福」

と名付け、お土産やご贈答に、大変ご好評を頂いているそうです。 
 

【お問合せ】 日本料理 花菱 
唐津市魚屋町2031-1 
TEL：0955-72-3311 
FAX：0955-72-3322 
URL：http://karatsu-hanabishi.jp/onlinestore/

 
■ 減農薬栽培の青しそを使った爽やかな風味の 
    麻生園芸「青しそそば ・青しそうどんセット」 

 

青しそそば：1袋（100gｘ2束） 
原材料名：小麦粉、紫蘇粉、紫蘇エキス、そば
粉、塩、くちなし色素 

 

青しそうどん：1袋（100gｘ2束） 
原材料名：小麦粉、紫蘇粉、紫蘇エキス、塩、く
ちなし色素 

 
創業以来、有機肥料を使い徹底した減農薬栽培を行う 
青しそ（大葉）専門の生産農家「麻生園芸」。 
 
麻生園芸では、古くから殺菌力や血行の促進作用があ

ると言われる紫蘇エキスのジュースをはじめ、こだわりの

青しそを使用したオリジナル商品の販売をしています。 
 



 
減農薬栽培で生産した大葉（青じそ)と国産小麦粉、天然塩を使って作られた青しそそばとう

どんは、１束に１０枚分の青しそエキスが入っており、しその爽やかな香りを楽しんでいただ

ける乾麺です。 
 
しそは免疫力を高め、血行の促進作用があるとも言われている健康野菜です。 
原材料にこだわって作られた、体に優しい青しそそばとうどんを食べて、寒い日には体の中

から温めてみるのはいかがでしょうか？ 
 
 ●「青しそそば・青しそうどんセット」 2,100円（税込・送料別） 
   セット内容 そばｘ3袋＋うどんｘ3袋 セット 

その中でも、これからの寒い季節にお勧めしたいのが

「青しそそば ・青しそうどんセット」です。
「濃縮青しそドリンク 」 

価格720m 1,680円（税込・送料別） 

【ご注文・お問合せ】 株式会社 麻生園芸 
TEL：0955-77-1265 
E-Mail：info@asou-engei.com

■ 玄界灘の天然あわびを丸ごとお届け 
    魚又 「天然活きあわびの味噌漬け・酒蒸し」 

 

「選べる2箱セット」 
十分に染み込んだ味噌の味と柚子の香りが格別な天
然あわびの味噌漬けと、あっさり薄味で磯の香りとふ
っくら柔らか感を味わえる酒蒸しのセット 

「玄界灘 天然活きあわびの酒蒸し」
2,730円(税込・送料別） 

 

「玄界灘 天然活きあわびの酒蒸し」
2,730円(税込・送料別） 

 
創業昭和十五年「多くの方にあわびを食していただけるよう、出来るだけ安価で努力する」と

いう経営理念のもと、三十年にわたり玄界灘の天然あわびにこだわり続ける、あわび料理専

門店「魚又」。 
 
貝類の中でも高級食材と言われる、磯の王者“あわび” 
そのあわびを知り尽くす専門店ならではの味と鮮度にこだわったお取り寄せグルメが、玄界

灘の天然活きあわびの酒蒸しと、味噌漬けです。 
 
魚又では、玄界灘産の天然くろあわびを使用し、玄界灘の荒波にもまれ大きく育ったあわび

の身は、やわらかくもしっかりと引き締まった食感があり口の中で磯の香りがふわっと広が

る、まさに至福の食材です。 
 
そのこだわりのあわびを殻から外した直後にさっと茹で、魚又独自の調理法で作られる天然

あわびの酒蒸しと味噌漬けは、お店の味がそのまま真空パックになったお取り寄せグルメの



「磯の王者」とも言える逸品です。 
大切な方への贈り物に、あるいはご家庭でご賞味してみてはいかがでしょうか。 
 
 ●「選べる2箱セット」 5,460円（税込・送料別） 
   セット内容 天然あわびの味噌漬け、酒蒸のセット 

【ご注文・お問合せ】 あわび料理専門店 魚又

TEL：0955-56-6136 
E-Mail：info@uomata.com

 
見所・イベント予告 
 
■「第27回岸岳炎まつり」と「唐津焼 秋の窯元ツーリズム」 

 

詳細･･･(PDF)

 
今年の11月は、唐津焼のイベントとして、9日（土）10日（日）に「岸岳炎まつり」、23日（土）24
日（日）には「秋の窯元ツーリズム」が開催されます。 
唐津焼は、桃山時代から続く伝統工芸品で江戸時代以降、陶器のことを東日本では「せとも

の」、西日本では「からつもの」と呼ぶように古くから庶民に親しまれてきた焼きものの一つで

す。 
唐津焼の魅力は、「砂目(すなめ)」と呼ばれる粗くざっくりと土味と渋い色調で、これが『素朴

さ』『温かさ』『力強さ』をあらわしています。 
この機会に、お気に入りの唐津焼を探しに出かけませんか？ 
 
 
●「第27回岸岳炎まつり」開催 
 
唐津市北波多は、唐津焼発祥の地といわれ、現存する窯跡で最も古いとされる古窯跡が散

在しており、「岸岳古唐津」と呼ばれる陶器が作られたと考えられています。 
その北波多にある、岸岳ふるさと館特設会場で「第27回岸岳炎まつり」が開催されます。 

今年は、岸岳系唐津焼協議会オリジナルブランドﾞ『劦
きょう

』の新作「蕎麦ちょこ」発表とオリジナ

ル蕎麦ちょこにて限定100食「そば」試食会、先着100名に唐津焼ぐいのみプレゼント、期間

中特別価格にての窯元即売会、唐津焼が景品の輪投げ（有料）、保育園児による「かっぱ鼓

隊演奏会」などが予定されています。 
 

 
 
●「唐津焼 秋の窯元ツーリズム」 
 

【日時】 平成25年11月9日(土)・10(日) 9：00～17：00

【場所】 唐津市北波多徳須恵  岸岳ふるさと館特設会場

【お問合せ】 唐津東商工会北波多事務所 
TEL：0955-64-2132

表情豊かな唐津焼の魅力をさらに深く味わう、約30の窯元が2日

間、一般公開され、展示即売や企画展、振る舞い、窯出しなど、作



家の個性に溢れた多数の催しが、窯元や販売店で開催されます。

 
ゆっくり一日唐津に滞在し、窯元を巡る旅に出てみませんか？ 
お気に入りの作品や唐津の新たな魅力がきっと見つかるはずで

す。 
 

【日時】 平成25年11月23日(土)・24(日)

【場所】 唐津市内の唐津焼窯元・販売店

【お問合せ】 一般社団法人唐津観光協会 
 唐の津風景街道推進室 
 TEL：0955-74-5000

詳細･･･(PDF) 
 

詳細･･･(PDF)

 
■ 第36回きゅうらぎまち風のふるさとまつり 

 

詳細･･･(PDF)

 
「第36回きゅうらぎまち風のふるさとまつり」が11月17日(日)に開催されます。 
 
 産業祭の部は、ＪＡからつ厳木選果場跡地特設会場にて、はちみつボイス☆知展・ＤＪ Ｙ

ＵＹＡによる「風のふるさとライブ」、農産物等が当たる「大抽選会」、「農産物輪投げ大会」、

「丸太ボウリング」、「ビンゴ大会」(有料)、「農産物・加工品バザー」、「木工教室」等が行われ

ます。 
 
 文化祭の部は、厳木コミュニティセンターにて、絵、写真、書道、等の展示や、フラダンス、

大正琴、日舞、等の発表が行われます。 
 この日は、昨年より復活した「風のふるさと駅伝大会」同時開催となります。 
 

【日時】 平成25年11月17日(日) 
 産業祭の部 10：00～16：00 
 文化祭の部  9：00～16：00

【場所】 産業祭の部  ＪＡからつ厳木選果場跡地 特設会場

文化祭の部  厳木コミュニティセンター

【お問合せ】 厳木町風のふるさとまつり実行委員会 
TEL：0955-53-7115  
(唐津市厳木支所産業課内)



 
■ 唐津の冬場最大イベント！！ 「唐津うまか博2013・第９回からつ鍋まつり」 
 
唐津市中心市街地で開催される、唐津の冬の風物詩『唐津うまか博』。 
今年も中心イベントの「からつ鍋まつり」をはじめ、冬が旬の「カキ焼まつり」や、ちょい飲み・

ちょい食べ・ちょい歩きで夜の唐津を満喫する「イサギナバル唐津」等、家族で終日楽しめる

催しが盛りだくさん用意されています。

 
【日時】 平成25年12月1日（日）  

 ・物産販売 10：00～ 
 ・鍋販売 11：00～15：00 

【場所】 唐津市中心市街地

【料金】 鍋まつり食事券 
 ・前売券： 900円（３杯分） 
 ・当日券：1,000円（３杯分）

【各種チケット販売場所】

唐津商工会議所・まいづるグループ各店・ファミ

リーマート他 

【お問合せ】 唐津商工会議所 TEL：0955-72-5141

詳細･･･(PDF)

 

唐津市中心市街地で開催される、唐津の冬の風物詩『唐津うまか博』

[参加者募集] 
 
■ 村田英雄ゆかりの地唐津で開催される「第10回村田英雄音楽祭」

 

昭和演歌界の大御所「村田英雄」

村田英雄ゆかりの地唐津で開催される 
「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で【第10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。今回も、

前回同様二次予選・決勝同日開催となります。ゲストには演歌歌手の小金沢昇司さんを迎

え、華やかなステージをお楽しみいただけます。11月中旬より参加申込受付が始まりますの

で、村田英雄さんが好きな方、演歌や歌が好きな方は応募されてみてはいかがでしょうか。 
 
 ●一次テープ審査申込締切 
 平成26年1月11日（土）必着 



 ●本大会 
【日時】 平成26年3月9日（日） 開場9：30  開演10：00～

【会場】 相知交流文化センター サライホール 
 唐津市相知町中山3600番地8 
 TEL：0955‐62‐3111

【入場料】 前売券：2,000円 
 ※前売券発売は26年1月中旬より 
当日券：2,500円

【ゲスト】 小金沢昇司（北島音楽事務所）

【お問合せ】 村田英雄記念館 TEL：0955-51-8312

 
■ 歌姫、続々。唐津ジュニア音楽祭、出場者募集中！！  

 

唐津ジュニア音楽祭出身で 
メジャーデビューを果たした「たんこぶちん」 次回は、どんな才能が花開くのでしょうか？ 

（写真は前回大会の表彰式）  

 
唐津ジュニア音楽祭の審査委員長・西尾芳彦氏（唐津出身）は、昨年、日本レコード大賞最

優秀新人賞を受賞した家入レオ、絢香やＹＵIを輩出した「音楽塾ヴォイス」を主宰し、Kiroro
のヴォーカル玉城千春のソロデビューをプロデュースする等、幅広く活躍する音楽プロデュ

ーサーです。 
西尾氏は、唐津の子供たちに“夢”を持つことの大切さを伝える活動を、市内各地で実践し

ており、7回目になる「唐津ジュニア音楽祭《西尾芳彦 音楽賞》」も、その一環として開催され

ます。  
 
過去6回の唐津ジュニア音楽祭からは、多くの歌姫たちが巣立っています。 
メジャーデビューを果たした“たんこぶちん”をはじめデビュー間近だったり、精力的なライブ

活動だったり“夢”に向かって着実に前進している彼女たち。  
次はこのステージに、どんな才能が花開くのでしょうか？彼女たちに続く次代の歌姫・歌太

郎、エントリー待ってます。 
 
《 ヴォーカルオーディション部門 》  
  ●小・中学生の部  ●高校生以上の部  

 
《 ミュージックコンテスト部門 》  

 

●対象 平成26年2月2日現在9歳～23歳の個人。 
ファイナル進出者、小・中学生の部、高校生以上の部各10名程度。 

●楽曲 ジャンル問わず。

●審査員 西尾芳彦

●賞 西尾芳彦音楽賞 各1名 
優秀賞 数名

●対象 平成26年2月2日現在9歳～23歳で構成するグループまたは、個人のバンド
や弾き語りなど。ファイナル進出者10組程度。

●楽曲 ジャンル問わず。

●審査員 西尾芳彦 音楽祭実行委員

●賞 西尾芳彦音楽賞 1組  
奨励賞 数組 

【エントリー締切】 平成25年12月10日（火）

【お問合せ】 TEL：0955-72-8278 
(唐津ジュニア音楽祭2014 実行委員会 事務局)

【公式ホームページ】 http://karatsu-bunka.or.jp/music/ongakusai.html

 



■ＡＴＡだより 
 
  ～秋の唐津んツアー～ 
   天神からちょっと足をのばして唐津の秋をゆっくり満喫してみませんか。

 

【最少催行人数】５名 
 ※集合については現地集合・解散となります。 
 
『ジャンビースタイル』 
 【場所】唐津市原１１０５－１ 
 【電話番号】０９５５－７７－１９６２

★絵手紙ワークショップ＆唐津ＤＥランチ★ 
１１月２６日（火） 
価格：大人おひとり様 ２５００円（税込） 
 

 

ジャンビースタイル（現地集合） → 絵手紙ワークショップ →
10：30

昼食（ジャンビースタイルランチセット） →（現地解散）
14：00

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） 
  TEL：0955-74-3611 
  FAX：0955-74-3612 
  URL：http://www.yokabai-tabiclub.jp

 
■唐ワンくん日誌（50）

 
～ 唐津くんちに50万人 唐ワンくん日誌は50号目 ～ 
 
よい子のみなさん、こんにちワン！ 
 
今年の唐津くんちにも50万人の人出があり大盛況でしたね。唐ワンくん日誌も50号に到達で

す。これからも、がんばります。 
ご当地キャラクターが一堂に会するイベント「ご当地キャラ博in彦根2013」が10月19、20日に

開催されました。彦根に全国から250体のキャラクターが集まりました。 
唐津から単身で彦根に乗り込んだ唐ワンくん。ひこにゃんやたくさんのお客様と接することが

でき、とても勉強になった彦根の旅でした。 
代々木公園では「九州観光物産フェア」が開催され、九州各県を代表するご当地キャラが集

合しました。佐賀県代表として参加した唐ワンくんも東京で力の限り唐津をPRして来ました。

 

彦根でひこにゃんと唐ワンくんが共演

 

東京代々木公園に 
九州各県キャラクターが大集合

 
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/ 

 
●11月の唐ワンくんおすすめ情報 
～ キャラクターの「さみっと」です ～ 



 
埼玉県羽生市では、昨年36都道府県から265キャラクターが集まり、2日間で２９５，０００人

もの来場者で盛り上がった「ゆるキャラ(R)さみっとin羽生」が今年も２日間にわたり開催され

ます。 
今回で4回目となる「ゆるキャラさみっと」、更に参加キャラクター数が増えてギネス世界記録

に認定されるかもしれないそうです。 
唐津市代表として、佐賀県代表として、唐ワンくんもしっかりご当地PRに励んできます。 
 

【イベント名】 「ゆるキャラさみっとin羽生」

【場所】 埼玉県羽生市 水郷公園

【日程】 平成25年11月23日（土） 9：00～15：30 
 
      11月24日（日） 9：00～15：30

【詳しくは】 埼玉県羽生市ホームページ

 

300体のキャラクターを30万人の人が見つめる世界規模のイベントです

 
唐津よもやま話

 
■ふるさとの文化財巡り(13) 

  国指定重要文化財 銅鐘
どうしょう

(朝鮮鐘
ちょうせんがね

、大平六年九月ノ名アリ) 
 

 
唐津市鏡の恵日寺にある銅鏡は、現在日韓あわせて51口しか残されていないといわれる、

李朝以前に鋳造された朝鮮鐘の1口です。 

朝鮮鐘は朝鮮半島で鋳造された銅鐘のことです。恵日寺の鐘は総高73.0cm、撞身
つ き み

５７．８

cm、口径47.5cm、撞座
つ き ざ

は単頭の龍頭
り ゅ う ず

と甬
よ う

と呼ぶ旗挿を結ぶ長軸線上に据えられ、

十二葉複弁
じゅうに ようふ くべん

の蓮花文
れ ん か も ん

となっています。2個の撞座の間の草の間に天衣
て ん い

をなびかせ、合掌し

て跪坐
き ざ

する飛天の菩薩像が1体ずつ陽鋳され、袈裟襷
け さ だ す き

はありません。 

上帯
じょうたい

、下帯
か た い

は十文字と放射線文を表した円分を交互に配した蓮珠文
れんじゅもん

で外圏を飾った華やか

な文様です。4か所の乳廓
にゅうかく

は上下に蓮珠文を配した唐草文で縁取られ、乳座
に ゅうざ

は三重同心円

に扁平な乳が3列3段9乳植えられています。銘は位牌形で「大平六年丙寅九月日河清郡曲

北寺鍮鐘壱躯入重百二十一棟梁僧談白」とあります。この大平6年は中国の遼の聖宗の年

号で、高麗では顕宗17年(1026)にあたります。 

この鐘が恵日寺に伝えられた経緯はわかりませんが、そ

の稀少さから国の重要文化財に指定されています。 



 
 

 

 
《恵日寺》 

【住所】 唐津市鏡

【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/


