とき

イベント名

ところ

アクセス情報

春に稚魚、6月に成魚を放流します。
遊漁料：日釣り1,000円、年釣り5,000円

問い合わせ先
厳木町漁業協同組合（厳木市民
センター産業・教育課内）電話番
号0955-53-7115

7月上旬

あゆ漁解禁

7月1日

小友キャランコビーチ海開
唐津市呼子町小友
き

海と人々とのふれあいをテーマに設計された小友海浜
JR唐津駅下車、徒歩5分の唐津（大手口）バ 公園では 海水浴場や釣りなど海のレジャーを楽しむこと
呼子市民センター産業課
スセンターから呼子経由呼子フェリー発着所 ができます。トイレとシャワーと 更衣室を完備した海水浴
電話番号0955-53-7165
行きバス乗車、長沙子下車、徒歩10分
場で、波が穏やかで透明度が高くファミリーでの海水浴
には最適です。

7月14日

海のカーニバルinからつ

唐津東港

JR唐津駅から車で10分

唐津市呼子町小友

約50名の若者が、高さ15m・重さ3tの山笠を4本の棒で担
JR唐津駅下車、徒歩5分の唐津（大手口）バ
ぎ、海を練り回ります。八坂神社に、疫病流行病除け・五 呼子市民センター産業・教育課
スセンターから呼子経由呼子フェリー発着所
穀豊穣・大漁を祈願する祭りです。 （旧暦の6月14日、15 電話番号0955-53-7165
行きバス乗車、長沙子下車、徒歩10分
日）

唐津市鎮西町

「オルレ」とは、韓国済州島で始まったトレッキングです。
その魅力は、自然を五感で感じ、ゆっくりと歩くことを楽し
JR唐津駅下車、徒歩5分の唐津（大手口）バ むところにあります。名護屋城跡を中心とした桃山文化
鎮西町観光案内所
スセンターから波戸岬方面へ約50分、名護 をたどる「歴史・文化」、波戸岬から眺める玄界灘の「風
電話番号0955-51-1052
屋城博物館入口下車
景」、サザエのつぼ焼きや「味覚」で楽しむことができま
す。九州オルレ唐津コースでは、毎月定例ウォークを開
催しています。

7月16日、17日

7月20日

7月20日、21日

小友祇園祭

九州オルレ唐津コース
7月定例ウォーク

浜崎祇園祭

7月20日、27日、8月
からつ土曜夜市
3日、10日

唐津市厳木町浦川内 JR厳木駅から路線バス町内下車

内容

体験航海等、各種イベントを開催します。（※イベント内
容については予定）

唐津商工会議所
電話番号0955-72-5141

浜玉町浜崎

JR浜崎駅下車徒歩5分

宝暦3年(1753年)に疫病退散と五穀豊穣を祈念し始まっ
た伝統行事です。高さ15mの3台の飾り山笠を約150人の
締め込み姿の男たちが曳き回す勇壮な祭りで、笛や太
鼓に三味線が加わる独特なお囃子と祭りの終盤に巨大
山笠を何回も旋回させるおおまぎりは必見です。
※市重要無形民俗文化財指定

唐津中央商店街

JR唐津駅から徒歩3分

期間中の毎週土曜日の18時～22時まで夜市が開催され
からつ土曜夜市実行委員会
ます。各種ショーや抽選会、カラオケ大会など多数の催
電話番号0955-72-4562
し物も行われます。

唐津観光協会浜玉観光案内所
電話番号0955-56-6937
浜玉市民センター産業・教育課
電話番号0955-53-7105

西の浜でのバナナボート、マリンスポーツ体験等を行い
元気再生事業実行委員会（唐津
ます。（マリンスポーツの内容について未定）
市みなと振興課内）
【時間：10:00～15:00】
電話番号0955-72-9187
【マリンスポーツ体験 1回 500円】

7月21日

キャッスルベイ海辺の祭
典２０１９

西の浜（唐津市）

7月27日、28日

徳須恵祇園山笠

JR唐津駅下車、徒歩5分の唐津（大手口）バ
唐津市北波多徳須恵 スセンターから伊万里方面行きバス乗車、徳 徳須恵のぎおん祭りは北波多地区の誇る伝統的な行事 北波多市民センター産業・教育課
区内
須恵バス停下車
で、徳須恵地区内を山笠が巡行します。
電話番号0955-53-7135
西九州自動車道 北波多ＩＣから車で5分

7月27日、28日

田島神社夏越祭
（なごしさい）

唐津市呼子町
加部島

増田神社夏祭り

明治28年、高串地区にコレラ流行の折、防疫に尽くし殉
JR唐津駅下車、徒歩5分の唐津（大手口）バ 職した増田敬太郎巡査を偲ぶお祭りです。全国唯一の
唐津市肥前町高串漁
増田神社奉賛会
スセンターから有浦又は切木経由バス乗車 警察神として知られ、祭り当日は海上パレードをはじめ、
港
電話番号0955-54-0433
50分、高串バス停下車
いろいろな催しが行われます。夜になると花火（約1,300
発）が打ち上げられます。

7月28日

7月28日

7月28日

8月15日

2019国際渓流滝登り in な 鳴神の丘運動公園
なやま
（唐津市七山滝川）

唐津湾イカダ大会

海中盆綱引き

JR唐津駅から徒歩１５分

JR唐津駅下車、徒歩5分の唐津（大手口）バ この祭りは、邪神をはらい、風水害・悪疫退散を願って行
田島神社社務所
スセンターから呼子経由加部島行き乗車、加 われます。またお盆を迎えるにあたって、身を清め、慎し
電話番号0955-82-3347
部島渡船場下車、徒歩5分
みを表す物忌の機会でもあります。

開会式10：00表彰・閉会式15：30観音の滝下流の渓流を泳いだり登ったりしながら自然の
中を歩き、数箇所のチェックポイントを回りつつゴールを
JR浜崎駅より七山細川行きバス乗車約20分
滝登り事務局
目指します。早さを競うタイムレース部門もあります。
ななのゆバス停から徒歩1分
電話番号0955-70-7017
参加人員1,100人 参加料3,500円（小学生以下3,000円）
メイン会場の鳴神の丘運動公園では、イベント・ライブや
ゲームを実施します。
大小40艇程度のイカダが西の浜に勢揃いします。全参
加艇一斉にスタートし、規定のコースを完走したイカダの
唐津湾イカダと市民の会
順位を競います。
電話番号0955-72-4776
【登録料】イカダ1艇につき2,000円
【参加費】1名につき2,000円（保険料含む）

西の浜

JR唐津駅から車で5分、徒歩15分

波戸漁港

・JR唐津駅下車、徒歩5分の大手口バスセン
ターから呼子方面行きバス乗車、呼子乗り継 満潮時に長さ35mの綱を海中で引き合います。文禄・慶
波戸自治会会長 山下吉義
ぎ波戸岬行き、波戸港入口下車
長の役の在陣中、将兵の慰安と戦没者の盆供養を兼ね
電話番号0955-82-1345
・西九州自動車道 唐津ＩＣから国道204号線 て海中で引き合ったのが始まりとされています。
経由で車で40分

8月24日

鎮西町夏祭り
波戸岬花火大会

・JR唐津駅下車、徒歩5分の大手口バスセン
ターから呼子方面行きバス乗車、呼子乗り継
波戸岬海水浴場周辺 ぎ波戸岬行き、波戸港入口下車
波戸岬の夜空を花火（約2,500発）が彩ります。
・西九州自動車道 唐津ICから国道204号線
経由で車で40分

8月25日

波戸岬ミュージックフェス
ティバル

8月25日

唐津市・苓北町姉妹都市
交流
西の浜
第15回唐津ペーロン大会

9月8日

9月14日

9月22日

広瀬浮立

波戸岬野外
ステージ

イカまつり

・JR唐津駅下車、徒歩5分の大手口バスセン
ターから呼子方面行きバス乗車、呼子乗り継
ぎ波戸岬行き、波戸港入口下車
地元バンドが集まっての野外ライブが行われます。
・西九州自動車道 唐津ICから国道204号線
経由で車で40分

波戸岬ミュージックフェスティバル
実行委員会 代表 増本
電話番号090-4581-9447

JR唐津駅から車で5分、徒歩15分

唐津市・苓北町姉妹都市交流「唐津ペー
ロン大会実行委員会」事務局（国際交
流・地域づくり課内）
電話番号0955-72-9220

唐津市厳木町
広瀬集会所から天山 JR厳木駅から車で10分
神社まで
長崎自動車道多久ＩＣから車で20分
天山神社

九州オルレ唐津コース 9
唐津市鎮西町
月定例ウォーク

呼子台場
みなとプラザ
（呼子町呼子）

鎮西町夏まつり実行委員会
（鎮西市民センター産業・教育課
内）
電話番号0955-53-7155

ペーロンによるタイムレースを行います。

天山神社境内において、八幡神社例祭の9月第2日曜
日、宮地獄神社の例祭である秋分の日の両日に奉納さ
れます。武家風の裃という勇壮ないでたちで鉦や太鼓、 厳木市民センター総務教育課
笛がおごそかに奉納されます。
電話番号0955-53-7117
佐賀県重要無形民俗文化財（昭和48年指定）
【時間】14：00～

「オルレ」とは、韓国済州島で始まったトレッキングです。
その魅力は、自然を五感で感じ、ゆっくりと歩くことを楽し
JR唐津駅下車、徒歩5分の唐津（大手口）バ むところにあります。名護屋城跡を中心とした桃山文化
鎮西町観光案内所
スセンターから波戸岬方面へ約50分、名護 をたどる「歴史・文化」、波戸岬から眺める玄界灘の「風
電話番号0955-51-1052
屋城博物館入口下車
景」、サザエのつぼ焼きや「味覚」で楽しむことができま
す。九州オルレ唐津コースでは、毎月定例ウォークを開
催しています。
内容（予定）
・魚のつかみ取り（小学生以下／１回500円）
・物産販売
・JR唐津駅から大手口バスセンター経由「呼 （イカの天ぷら、イカの味噌汁、イカの一夜干し、サザエ
子」行きバス乗車35分
のつぼ焼き 他）
・長崎自動車道 多久ICから国道204号経由 ・バーベキューコーナー
で約60分
・体験航海（受付：午前10：00 定員に限りあり）
※都合により中止の場合あり
・ケンちゃん・サキちゃんジャンケン大会
※内容は全て予定

呼子市民センター産業・教育課
電話番号0955-53-7165

9月23日

広瀬浮立

唐津市厳木町
広瀬集会所から天山 JR厳木駅から車で10分
神社まで
長崎自動車道多久ＩＣから車で20分
天山神社

9月23日

鳥越浮立

唐津市厳木町鳥越
鳥越神社

JR厳木駅から車で25分

天山神社境内において、八幡神社例祭の9月第2日曜
日、宮地獄神社の例祭である秋分の日の両日に奉納さ
れます。武家風の裃という勇壮ないでたちで鉦や太鼓、 厳木市民センター総務教育課
笛がおごそかに奉納されます。
電話番号0955-53-7117
佐賀県重要無形民俗文化財（昭和48年指定）
【時間】14：00～

昭和39年を最後に途絶えていたが、昭和55年に復活。
五穀豊穣を祈願する祭りとして秋分の日に奉納されま
す。

厳木市民センター総務教育課
電話番号0955-53-7117

唐津お魚まつりは、唐津玄海地区の水産物や水産加工
品の消費拡大を目的に行っています。

9月29日

唐津お魚まつり

内容
・アジすりみ鍋のふるまい（無料＊先着２００人）
・ジャンケン大会（無料）
・魚のつめ放題（１回２００円 ジャンケン大会の勝者の
み）
ＪＲ西唐津駅下車、徒歩１３分
・魚のさばき方教室（無料）
唐津港沿岸物市場周 ＪＲ唐津駅下車、徒歩５分の大手口バスセン
・ガチャガチャ一本釣り（１回５００円）
辺
ターから大島液化ガス行乗車、魚市場入口
・地元産鮮魚等の直売会
下車
・バーベキューコーナー
・お魚教室（タッチプール、パネル展示、顕微鏡体験ほ
か）
・スタンプラリー

水産課
電話番号0955-72-9130

＊内容はすべて予定
【時間：9:00～14:00】(料金等：イベントによっては有料の
ものもあり）

中止

星領浮立

唐津市厳木町
星領活性化センター
から藤原神社まで（雨 JR厳木駅から車で35分
天時は星領活性化セ
ンター）

藤原神社の例大祭に五穀豊穣を祈願して奉納されま
す。巨大な角型の「天衡（てんつく）」と呼ばれる飾りを頭
厳木市民センター総務教育課
につけた舞手を中心に太鼓を打ち鳴らしながら演じられ
電話番号0955-53-7117
ます。
市重要無形民俗文化財（昭和55年指定）

