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会員だより会員だより

旬あじとは春から夏（４月～８月）にかけて、対馬海峡から五島海域

で日本遠洋旋網漁業協同組合の所属船団が漁獲した１００ｇ以上のマア

ジをいいます。この栄養たっぷりの旬あじを市内の旬あじまつり認定店

舗（２１店舗）にて提供しています。鮮魚店では丸のままの旬あじが購

入でき、料飲食店では旬あじを使ったメニューをお楽しみいただけます。

まつり統一メニューと店舗オリジナルのメニューがありますので、お近

くの方は何軒か通ってみてはいかがでしょうか。また、認定店舗には旅

館も入っていますのでお泊りでお楽しみいただ

けます。（旬あじは天然物につき、休漁期間及

び天候により水揚げが左右されますので、ご提

供できない場合があります。また刺身以外の統

一メニューにつきましては店舗により提供でき

ないことがありますので店頭にてご確認くださ

い。）

★☆★☆松浦海鮮街道旬あじまつり松浦海鮮街道旬あじまつり★☆★☆

松浦市「旬あじまつり」ホームページ
http://www.city-matsuura.jp/index.html

認定店舗等の詳細については、下記にお問い合わせください。
〒８５９－４５０１

長崎県松浦市志佐町浦免１８０７番地
まつうら地域水産物供給ネットワーク推進会議 まつうら海鮮街道事務局

TEL 0956-72-0199 FAX 0956-72-2151

松浦市【調川港 】 松浦市
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★☆★☆松浦市交流基盤施設（松浦水軍の郷松浦市交流基盤施設（松浦水軍の郷 海のふるさと館）海のふるさと館）★☆★☆

松浦市【松浦港】

松浦水軍発祥の地として、海とのかかわりを中

心に、松浦市を多くの人に知ってもらい、ふる

さとの中心として親しみを持ってもらえる施設

を目指し、このほどオープンいたしました。物

販施設と漁村体験学習施設を備えています。

物販施設では、松浦魚市場で水揚げされた鮮魚や地

元の水産加工品、農産物、お土産品などを販売してお

り、地元漁協女性部がお惣菜を提供しています。漁村

体験学習施設では、研修室や調理実習室を設け、漁業

現地体験に向けた事前知識の習得やお魚料理教室など

を行い都市と当該地域との交流や魚食普及、地産地消

の推進を図っています。

また施設に隣接して芝生公園を有していますので、

施設を訪れる人の憩いの場となっています。

松浦市「松浦市交流基盤施設」ホームページ
http://www.city-matsuura.jp/

〒８５９－４５９８
長崎県松浦市志佐町里免３６５番地

松浦市役所 水産課
TEL 0956-72-1111（内線213） FAX 0956-72-2292

E-mail：suisan06@city-matsuura.jp
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★☆★☆大島村夏祭り花火大会大島村夏祭り花火大会★☆★☆

大島村の花火大会は、多くの帰省客と真夏の一時を楽しく過ごし、港
での潮の香りを満喫して頂くと共に、故郷（海）の良さをアピールし、２
１世紀の大島村を担う子供たちに夢と誇りを伝えるべく毎年８月１２日に
各種団体のメンバーの輪番制により、計画立案から寄附のお願いそして会
場設営・撤収まで全てボランテェアで実施されています。実施内容につい
ては、大島村からの補助金及び村内外からの寄付金（約５００万円）の予
算で行っています。

昼の部においては前々回まで、昔ながら
艪漕ぎによる競舟競争を初め、小中高児童
生徒を対象にした海上綱引きや、魚のつか
み取りなどで大人から子供まで一喜一憂し
ています。夕方頃には、その日に獲れた新
鮮な魚介類の煮炊きの美味しそうな匂いに
誘われ、夜店には、行列ができます。

夜の部になると、芸能人によるステージを楽しみ、
打ち上げ花火へと一夜を楽しく過ごします。
そして翌日はお盆であり、花火大会での心地
好い疲れを感じながらも盆踊り保存会にて実施
される須古踊（長崎県指定無形民俗文化財）等
を見聞きしながら先祖の供養のため心から合掌
します。

大 島 村

大島村

この盆踊りで歌われている一節を紹介いたします。

先歌 我が思いは七夕のこひ
としごとにいつかあふじゃとまちれども
えんがうすいか 川が深いか
天の川原ふねとるかいがあるならば
あめはふるとも君にはふらぬ

元歌 むさしの野にゆきくれて
月夜もながめて草枕
恋しき人を夢に見て
たもとしぼる うたたねし
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唐津市

★☆★☆平戸港の魅力を再発見、みなとからまちに賑わいを平戸港の魅力を再発見、みなとからまちに賑わいを☆★☆★

平戸港は、長崎・出島より先に西洋に開けた国際貿易港であり、

古くからみなとを中心に繁栄してきた城下町です。この歴史ある平

戸を「みなとまち」として再認識し、みなとからまちに賑わいを創

出しようと、平成１６年度、地元の方々を中心とした「みなとまち

づくり」の取り組みが行われました。

★☆★☆平戸港に「波棚プロムナード」が完成平戸港に「波棚プロムナード」が完成☆★☆★

今年１月、平戸市崎方町の平戸港の護岸に木製遊歩道「波
棚プロムナード」が完成しました。波棚は、平戸名産の海産物

（魚の干物）の加工のために海上へ張り出した竹製の昔なが

らの施設であり、平戸特有の風景を創り出しています。本遊

歩道は、離島フェリー発着桟橋から平戸オランダ商館跡への

海側からの新たな観光ルートとして、この波棚を活用してい

ます。途中には休憩施設のウッドデッキ広場があり、広場に

は地元の方手作りのテーブルや椅子が設置され、潮風に触れ

ながら港を中心に栄えた平戸の魅力を感じることができます。

【平戸港】
平戸市

事務所だより事務所だより

夜には、２，５００発の花火が夜空を彩る「第１６回唐

津市民花火大会」が西の浜海水浴場で開催され、約１６

万人が見物しました。今年も唐津商工会議所や唐津港振

興会などでつくる実行委員会主催で7月18日(月)の「海の

日」に行われる予定で、多彩な催しや花火大会が計画さ

れています。

お問合せは
唐津商工会議所
〒847-0012 唐津市大名小路1-54
TEL ０９５５－７２－５１４１
ＦＡＸ 0955-72-5146

★☆★☆唐津港まつり・海のカーニバル唐津港まつり・海のカーニバルininからつからつ ☆★☆★

今年で13回目をむかえる「唐津港まつり・海のカーニバルinから

つ」が唐津市の唐津港一帯で開催されます。

昨年は、海事功労者の表彰式が行われたほか海上自衛隊護衛艦「と

ね」や、唐津海上技術学校練習船「あさかぜ」の体験航海をはじめ、

海上パレード、魚のつかみどりなど様々なイベントが開催され約３０，

０００人が参加しました。

佐賀県【唐津港】
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福岡市では５／３～５／４、「福岡
市民のまつり博多どんたく港まつり」
が行われ、２日間で２１０万人とゴー
ルデンウィーク中、日本最高の人出で
賑わいました。博多どんたくの歴史は、
古い民俗行事「博多松囃子」が起源とされ、およそ８２
０年前にも遡ります。
たくさんのイベントが市内各所で行われますが、中でも
市内のメインストリートの約１．３ｋｍを２日間で約２

００団体総勢２万人が参加するパレードは圧巻です。市内３２カ所の演舞台では、約４００団
体のべ１３，０００人の人たちが日ごろから身につけた自慢の芸を披露します。テレビアニメ
や童話の題材をテーマにたくさんの電球や花で装飾された花自動車は、市内の幹線道路を運行
し、子どもたちの歓声を浴びました。
博多港では、どんたく港まつりの開会式典、ちくぜん
の湾内巡航やナイトクルーズなどが行われました。特に
今年は福岡県西方沖地震から立ち直る、地震に負けない
福岡をアピールする「元気バイふくおか」キャンペーン
が併行して実施され、漁を再開した玄界島と市内漁協か
ら１００隻の船団が大漁旗を仕立てて博多港沖で大漁パ
レードを展開、また、トロ箱２００箱分（１箱にヤズで
５～６匹）の魚介類が市民に無償配布されました。

★☆★☆ 第４４回福岡市民のまつり博多どんたく港まつり第４４回福岡市民のまつり博多どんたく港まつり ☆★☆★

【博多港】

福岡市

★☆★☆海から見た平戸港の魅力を再発見、「フェリー就航」を試験的に再現海から見た平戸港の魅力を再発見、「フェリー就航」を試験的に再現 ☆★☆★

２月１３日（日）平戸港において、一般市民及び観光客約
130名の参加により平戸大橋が架かる前の平戸への入港を再現
したフェリー就航を試験的に行い、同時に平戸港周辺の洋上視
察も実施、海から見た平戸の魅力を再発見しました。

船上で実施したアンケートでは「フェリーからの景色がよい」
「船に乗ることで島に来たという印象がでる」「海を眺めなが
ら平戸の歴史等の話を聞くことができ大変良かった」等の意見
が聞かれました。今後は、これらの結果を踏まえ新たな観光施
策としての検討を行う予定としています。

★☆★☆今後の展開今後の展開 ☆★☆★

今回の取り組みにより、忘れかけていた海やみなとのすば
らしさ、平戸の魅力を住民の方々に再認識してもらうことが
できました。今後も引き続き、みなとまちづくりの取り組み
を展開し、さらなる地域の活性化を図っていく予定です。
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今後のスケジュール今後のスケジュール

港湾名 市町村名 イベント（祭り）名称 開催場所 開催時期 主催/問い合わせ先

大根坂
漁港

大島村 大根坂漁栄会豊漁祈願祭 大根坂漁港 17.6.1 主催 大島村大根坂漁栄会
問合 大島村漁業協同組合

大島港 〃 的山地区恵比須祭祭典 的山港 17.6.9 主催 大島村的山漁民団
問合 大島村漁業協同組合

第２１回カブトガニの産卵を観る会
伊万里市
多々良海岸

2005/7/24 伊万里市カブトガニを守る会

第１３回ビーチバレーボール大会
イマリンビーチ
（伊万里市人口
海浜公園）

2005/7/10 イマリンフェスタビーチバレー
実行委員会

サンドアートフェスティバル
イマリンビーチ
（伊万里市人口
海浜公園）

2005/7/15 黒川小学校

第６回虹ノ松原トライアスロン 東の浜 2005/7/3

唐津市民花火大会 唐津港 2005/7/18

第１３回唐津港まつり

海のカーニバルinからつ
東港一帯 2005/7/18

火陶祭 作陶教室 アルピノ 2005/7/24

唐津市 唐津市

第３回 西の浜ビーチフラッグin唐津 西の浜一帯 2005/7/31

海の日イベント 博多港一帯
7/19～8/7
（予定）

福岡市海の日協賛会
福岡市港湾局総務課
〒812-8620福岡市博多区沖浜町１
２番１号
TEL:092-282-7111
FAX:092-282-7771
http://www.port-of-hakata.or.jp/博多港 福岡市

第２２回全国都市緑化ふくおかフェア
「アイランド花どんたく」

アイランドシティ
（福岡市東区）

9/9～11/20

福岡市、（財）都市緑化基金、
第２２回全国都市緑化ふくおかフェ
ア実行委員会事務局
〒810-0001福岡市中央区天神１丁
目6-8天神ﾂｲﾝﾋﾞﾙ13F
TEL:092-720-8710
FAX:092-716-8802
http://www.fukuoka-ryokukafair.jp/

唐津里浜づくり推進協議会
ＴＥＬ（０９５５）７０－０３０３

伊万里港
伊万里
市

編集・問い合わせ先 日本海にぎわい・交流海道ネットワーク事務局
九州地方整備局 港湾空港部 港湾計画課 ＴＥＬ 0832‐24‐4126

担当：佐々本、木下 ＦＡＸ 0832‐24‐4137


