
 
 

                           財団法人自治体国際化協会 
                             平成２４年１０月３１日 
 

韓国人観光客誘致促進事業「第１８回唐津市の取材」について 
 
（財）自治体国際化協会では、２００９年度より、韓国人観光客誘致促進事業として、ホ・

ヨンマン氏を日本の各地に招き、その地方の文化に接し取材していただいた上で、韓国で

それを広く紹介していただく事業を行っています。 
 今回はその１８回目として下記のとおり、唐津市を取材します。 
 

記 
 
１ 当事業について 
日本の各地域で、古くから育まれてきた多種・多様な文化を韓国人の視点で取材してい

ただき、それを韓国で広く紹介する事業です。 
｢食や文化｣に触れ、｢自然｣を体験し、そして｢人情｣に出会うことで、韓国ではなじみの

少なかった潜在的な日本の各地域の魅力を掘り起こし、それを韓国の雑誌などで広く紹介

していただき、韓国人旅行者の誘致をさらに進めることを目的としています。 
 
２ 取材期間 
  平成２４年１１月４日（日）～１１月７日（水） 
 
３ 今回の取材内容 
 今回は、佐賀県唐津市へ。 
三大くんちとして有名なお祭りである「唐津くんち」や、三大松原の一つである虹の松

原、三大朝市の一つである呼子朝市など、唐津ならではの魅力に加え、唐津城、名護屋城

跡、旧唐津銀行、旧高取邸、鯨組主中尾家屋敷など、歴史ある唐津のまちを紹介する。さ

らに唐津ならではの食の魅力についても、くんちの期間中に各家庭で振る舞われるくんち

料理や、全国的にも有名な呼子のイカ活き造りをはじめとする豊富な海産物、城下町とし

ての歴史に培われた和菓子などを味わっていただく。また唐津焼の絵付け体験なども予定

している。 

※参考 
第 １回目：秋田県（2009 年４月） 
第 ２回目：静岡県（2009 年７月） 
第 ３回目：青森県（2009 年 10 月） 
第 ４回目：鹿児島県（2009 年 12 月） 
第 ５回目：北部九州（2010 年 1 月）※北九州市、大分市、別府市 
第 ６回目：茨城県（2010 年４月） 
第 ７回目：長崎県（2010 年６月） 
第 ８回目：鳥取・島根・岡山県（2010 年 8 月） 
第 ９回目：愛媛県（2010 年 10 月） 
第１０回目：和歌山県（2010 年 11 月） 
第１１回目：北海道（2011 年 2 月） 
第１２回目：沖縄県（2011 年 5 月） 
第１３回目：三重県（2011 年 7 月） 
第１４回目：富山県（2011 年 9 月） 
第１５回目：石川県（2011 年 11 月） 
第１６回目：新潟県（2012 年 2 月） 
第１７回目：香川県（2012 年 9 月） 
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  ○ホ・ヨンマン氏は、韓国の料理を取り上げた作品「食客」の原作者です。 
 
【参考】 

ホ・ヨンマン氏 プロフィール 

  
1947 年 韓国全羅南道麗水生まれ。 
1966 年 パク・ムンニュン氏に弟子入り。 
1974 年 韓国日報新人漫画公募展で『家を探して』が当選、デビュー。 
2000 年 スポーツ朝鮮に『TAZZA（タチャ）』、『愛してる』を連載。 
2003 年 「今日のウリ漫画賞」を受賞。 
2004 年 「大韓民国漫画大賞」、「富川国際漫画祝祭漫画大賞」を受賞。 
2006 年 『TAZZA（タチャ）』映画化。 
2003 年から東亜日報に『食客』を連載。単行本は韓国で 150 万部を売り上げる。同作品を  

原作として、映画や連続ドラマが公開。現在まで制作した約 150 作品のうち、11 作品以上

がアニメーション、テレビドラマ、映画としてリメイクされた。 
2009 年 4 月より日本語版「食客」を日本でも発売。現在第 1～5 巻を刊行。 
2009 年 5 月に発足したイ・ミョンバク大統領の夫人を名誉会長とする韓国料理世界化推

進団の委員にペ・ヨンジュン氏等とともに参加 
2009 年 ドラマ版｢食客｣が日本の民間衛星放送局で放映開始。 
2010 年 1 月 韓国にて映画「食客２」が公開される。 
2011 年 10 月 財団法人自治体国際化協会ソウル事務所における「韓国人観光客誘致促

進事業」にて日本の各地域を取材し、単行本「食客ホ・ヨンマンの美味しく寛ぎました（日

本に秘められた味、温泉、人（出会い）の話）」を発刊。 
2012 年 9 月 李明博大統領の特別随行員として、APEC 首脳会議のための出張に同行。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       

連絡先 

（財）自治体国際化協会ソウル事務所 

担当者：中村 

TEL  ：82(国番号)‐2-733-5681 

 MAIL ：info@clair.or.kr 



（2012/10/23現在）

滞在 現地時間

ソウル 9:30 ＯＺ１３２ 仁川空港発

（福岡） 10:50 福岡空港着

11:50 専用バス 福岡空港出迎え（予定）　専用バスで移動

　昼食

唐津市 14:00 唐津駅前着

唐津くんちを取材

12:30～ 曳山勢揃い　（唐津駅前に14台の曳山が勢揃い）

14:30 曳き出し

くんち料理

唐津城

17:30～ 曳山展示場に格納　（祭りのフィナーレ）

18:30 終了

18:30 旅館着（都荘）

19:00 夕食（ぼたん鍋他）

（宿泊：都荘）

8:00 朝食

8:45 ホテル発

9:00 見帰りの滝

10:30 鏡山

11:30 虹の松原（松原おこし）

12:30 川島豆腐　　（唐津くんちの話を聞きながら）

14:00 唐津焼（中里太郎衛門陶房）

15:00 旧唐津銀行

16:00 旧高取邸

17:00 ホテル着

19:00 歓迎夕食会

（宿泊：唐津シーサイドホテル）

8:00 朝食

9:30 ホテル発

10:00 呼子朝市

鯨組主中尾家屋敷

11:30 呼子イカ活き造り

13:00 名護屋城跡（散策）

14:00 茶苑海月（抹茶体験）

15:00 波戸岬（海中展望塔・恋人の聖地・サザエのつぼ焼き屋台）

17:00 旅館着（和風旅館のおもてなし）

夕食（しゃぶしゃぶ）

（宿泊：洋々閣）

8:00 朝食

10:00 ホテル発

松露饅頭

唐津焼作陶体験（鏡山窯）

12:00 昼食

浜崎けいらん

13:20 唐津発

14:20 福岡空港着

17:10 OZ133 福岡空港発

18:40 仁川空港着

行程

日付

1
１１月４日
（日）

2
１１月５日
（月）

3
１１月６日
（火）

4
１１月７日
（水）



 
 

 

Council of Local Authorities for International Relations 

 
 
財団法人 自治体国際化協会（CLAIR）について 

 
 
 財団法人自治体国際化協会（Council of Local Authorities for International 

Relations：CLAIR）は、地域における国際化の気運の高まりを受け、こうした動きを支

援し、地域の国際化を一層推進するための地方公共団体の共同組織として、昭和 63 年

（1988）7 月に設立されました。 

 

CLAIR は東京を事務局・本部として、ニューヨーク、ロンドン（平成元年:1989）、パ

リ、シンガポール（平成 2年:1990）、ソウル（平成 5年:1993）、シドニー（平成 6年:1994）

および北京（平成 9 年 1997）の７つの世界の主要都市に海外事務所を設置し、海外と

のネットワークの充実に努めています。 

 

 このようなネットワーク等を活用して、CLAIR は地方公共団体の海外における活動を

支援し、地域の国際化、外国における地域活性化の方策などについての情報の収集・提

供や調査研究を行う一方、対日理解促進を積極的に図るため、我が国の地方自治制度や

地方行財政制度を中心とした諸事情を海外に紹介しています。 

 

 また、CLAIR は語学指導等を行う外国青年招致事業（ＪＥＴプログラム）の推進、地

域の国際化の担い手となる人材の育成、地域国際化協会への支援などの業務を行ってい

るほか、地方公共団体の姉妹交流をはじめとする国際交流や国際協力活動の支援に努め

るなど、深化・多様化する地方公共団体の国際化施策を支援しています。 

 

CLAIR ウェブサイト http://www.clair.or.jp/ 


