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１．平成２４年度 基本方針 

   公益財団法人唐津市文化事業団は、創造性に満ち、豊かで潤いのある地 

域の文化づくりを目的として、事業期間中は、「唐津ジュニア音楽祭２０１ 

３」「まつらの姫達の宴」などの芸術文化振興事業に取り組みます。 

また、芸術文化事業の活動拠点として唐津市の文化施設の管理運営を行 

い、地域とのつながりを深め、積極的な事業展開を行います。 

   財政面での課題、専門性、公共性を兼ね備えた人材育成を行います。 

 

２．事業期間 

平成２４年１１月３０日から平成２５年３月３１日 

 

３．平成２４年度 事業概要 

ⅰ）公益目的事業 

  （１）芸術文化の創造・振興・鑑賞の普及と歴史的文化の継承及び振 

興、並びにそのための施設運営に関する事業 

ⅱ）収益事業等 

  （１）売店の運営事業 

    （２）公益目的以外での文化施設等の貸与及び管理運営事業 

 

４．事業計画／施設別事業一覧 

 ⅰ）事業計画 

（１） 芸術文化の創造・振興・鑑賞の普及と歴史的文化の継承及び振興、 

並びにそのための施設運営に関する事業 

公１（１）各施設外における文化振興事業 

■近代唐津の芸術文化講演会 

江戸時代後期の絵師長谷川雪旦、その長男の雪堤、又その弟 

子雪塘の作品をスライド等を使って紹介しながら講演会を開催し 

ます。 

公１（２）唐津市民会館における博物館事業 

      ■唐津市民会館における博物館事業 

佐賀県の重要有形民俗文化財に指定されている曳山に関する資 

料や調査報告書から情報の収集をし、入場者への曳山の解説に 

活かします。また、これまでの施設管理のノウハウをもとに、 

展示品への負担軽減のための環境の整備を行います。 

 

 



   

公１（３）古代の森会館における博物館事業 

■古代の森会館における博物館事業 

古代の森会館は、旧石器、縄文時代から古墳時代、奈良時代に 

かけての数々の貴重な遺物を一堂に集め、各時代別にどなたにで 

もわかりやすく常設展示しています。また、発掘により収蔵して 

いる遺物を唐津地域にスポットをあてたテーマで企画展示を行い 

ます。 

公１（４）末盧館における博物館事業 

      ■末盧館における博物館事業 

稲作を日本で初めて行ったのが、菜畑遺跡です。この貴重な遺 

跡からは、炭化米や石包丁などとともに水田の跡も発見されまし 

た。また、宇木汲田遺跡や柏崎遺跡、桜馬場遺跡からも多くの副 

葬品がみつかっております。これらの遺物を次世代への継承を図 

るためテーマを決めた企画展と常設展において紹介します。 

公１（５）唐津城における博物館事業 

   ■唐津城における博物館事業 

唐津城の天守閣には、近世から近代における唐津の郷土歴史博 

物館として貴重な資料を数多く展示しています。また、常設展は、 

茶器として名高い「唐津焼」を展示します。また、これまでの施 

設管理のノウハウをもとに、展示品への負担軽減のための環境の 

整備を行います。 

■城下町「からつ」俳句コンクール 

俳句を通じて唐津の歴史、文化を学ぶことを目的として、唐津 

市民並びに観光客を対象に城下町「からつ」を題材にした俳句を 

公募しています。毎年３００通ほどの応募作品の中から特選３句、 

入選１０句、佳作４７句の優秀な作品を公表し、唐津城の魅力を 

素晴らしい句とともに発信しています。 

公１（６）唐津市民会館における文化振興、貸与及び管理運営事業 

■唐津ジュニア音楽祭２０１３ 

唐津を音楽を通して元気にすることと、若者たちに「夢」を持 

つことの大切さを伝えることにあるという信念のもとに若者たち 

の音楽活動を奨励し、表現、発表の機会の充実を図るため、音楽 

祭を開催します。 

■唐津市民会館の貸与及び管理運営事業 

唐津市の芸術文化振興の拠点となるため、芸術文化に関連する 

団体へ施設の貸与を行います。また、施設の管理においては、利 



   

用者のアンケート等を参考にしながら質の向上、コストの削減を 

目指し、きめの細やかな管理運営を行います。 

公１（８）古代の森会館における文化振興、貸与及び管理運営事業 

■まつらの姫達の宴 

唐津市の民家や旧家に眠るおひな様を中心に毎年違ったテーマ 

で企画及び展示をしています。この事業は、古代の森会館を中心 

として集まった地域の方々により支えられ、地域に根付いた事業 

になります。 

■ふるさと万葉との出会い事業 

毎月１回、万葉集の知識を深めるため、万葉集にゆかりの講師 

を招き万葉集に歌い込まれた歌の内容や成立した背景を学ぶ万葉 

講座、講座受講者向けに万葉だよりを発行します。 

■古代の森会館の貸与及び管理運営事業 

唐津市の芸術文化振興の拠点となるため、芸術文化に関連する 

団体へ施設の貸与を行います。また、施設の管理においては、利 

用者のアンケート等を参考にしながら質の向上、コストの削減を 

目指し、きめの細やかな管理運営を行います。 

公１（９）埋門ノ館における文化振興、貸与及び管理運営事業 

■まつらの姫達の宴 

唐津市内の旧家に伝わるお雛様を中心として展示を行います。 

また、幼稚園や保育園の子ども達が制作したお雛様を展示して発 

表の場を提供し、幼児から大人まで楽しめるようにします。 

■埋門ノ館の貸与及び管理運営事業 

唐津市の芸術文化振興の拠点となるため、芸術文化に関連する 

団体へ施設の貸与を行います。また、施設の管理においては、利 

用者のアンケート等を参考にしながら質の向上、コストの削減を 

目指し、きめの細やかな管理運営を行います。 

公１（10）相知交流文化センターにおける文化振興、貸与及び管理運営 

事業 

■サライみんなのコンサート 

施設利用者の発表の場を持つことを目的として、地域文化の向 

上を目指しています。２部形式にし、１部は参加団体、２部はプ 

ロの演奏家と出演者、入場者ともに楽しむことができるようなコ 

ンサートを行います。 

■サライ弦楽四重奏団コンサート 

音楽を親しみやすく身近なものとして、弦楽四重奏団と唐津市 



   

内の小学生の合唱団との共演や弦楽四重奏団の演奏の前に地元中 

学生の吹奏楽部の演奏を行う機会を設けるなど子ども達が未来に 

むけての希望や力を育めるような内容で行います。 

■相知交流文化センターの貸与及び管理運営事業 

唐津市の芸術文化振興の拠点となるため、芸術文化に関連する 

団体へ施設の貸与を行います。また、施設の管理においては、利 

用者のアンケート等を参考にしながら質の向上、コストの削減を 

目指し、きめの細やかな管理運営を行います。 

 

（２） 売店の運営事業 

収１（１）売店の運営事業 

■売店の運営事業 

曳山展示場、唐津城、西ノ門館において利用者の利便性の向上 

とサービスを目的として記念品、おみやげ等の販売を行います。 

 

  （３）公益目的以外での文化施設等の貸与及び管理運営事業 

収２（１）唐津市民会館の貸与及び管理運営事業 

■唐津市民会館の貸与及び管理運営事業 

唐津市民会館において一般の団体へ会議室等を貸与する事業。 

収２（２）古代の森会館の貸与及び管理運営事業 

■古代の森会館の貸与及び管理運営事業 

古代の森会館において一般の団体へ会議室等を貸与する事業。 

収２（３）埋門ノ館の貸与及び管理運営事業 

■埋門ノ館の貸与及び管理運営事業 

埋門ノ館において一般の団体へ会議室等を貸与する事業。 

収２（４）相知交流文化センターの貸与及び管理運営事業 

■相知交流文化センターの貸与及び管理運営事業 

相知交流文化センターにおいて一般の団体へ会議室等を貸与す 

る事業。 

収２（５）西ノ門館の管理運営事業 

■西ノ門館の管理運営事業 

西ノ門館における管理運営事業。 

収２（６）旧高取邸の管理運営事業 

■旧高取邸の管理運営事業 

旧高取邸における管理運営事業。 

 



   

収２（７）その他の市有施設の管理運営事業 

      ■歴史民俗資料館の管理事業 

歴史民俗資料館における管理事業。 

 

ⅱ）施設別事業一覧 

 （１）指定管理運営事業 

 施  設  名 事  業  名 

１ 唐津市民会館 ・唐津市民会館における博物館事業 

・唐津ジュニア音楽祭２０１３ 

・唐津市民会館の貸与及び管理運営事業 

・売店の運営事業 

２ 古代の森会館 ・古代の森会館における博物館事業 

・まつらの姫達の宴 

・ふるさと万葉との出会い事業 

・古代の森会館の貸与及び管理運営事業 

３ 末  盧  館 ・末盧館における博物館事業 

 

４ 西 ノ 門 館 ・西ノ門館の管理運営事業 

・売店の運営事業 

５ 埋 門 ノ 館 

 

・まつらの姫達の宴 

・埋門ノ館の貸与及び管理運営事業 

６ 唐  津  城 

 

・近代唐津の芸術文化講演会 

・唐津城における博物館事業 

・城下町「からつ」俳句コンクール 

・売店の運営事業 

７ 相知交流文化センター 

 

・サライみんなのコンサート 

・サライ弦楽四重奏団コンサート 

・相知交流文化センターの貸与及び管理 

運営事業 

８ 

 

旧 高 取 邸 

 

・旧高取邸の管理運営事業 

 

 

（２）受託管理運営事業 

 施  設  名 事  業  名 

１ 歴史民俗資料館 ・歴史民俗資料館の管理事業 

 



   

４．運営施設一覧 

（１）指定管理者施設 

 施設名（指定期間） 所在地 施設内容 

１ 唐津市民会館 

（H24.4.1～H29.3.31） 

西城内６番３３号 大ホール（1202席） 

大会議室 

中会議室 

第１会議室 

第２会議室 

第３会議室 

曳山展示場 

売店 

２ 古代の森会館 

（H24.4.1～H29.3.31） 

鏡１８２６番地２ 展示室 

大会議室 

その他の会議室 

３ 末盧館 

（H24.4.1～H29.3.31） 

菜畑３３５９番地２ 展示室 

４ 西ノ門館 

（H24.4.1～H29.3.31） 

北城内１番８号 展示室 

売店 

５ 埋門ノ館 

（H24.4.1～H29.3.31） 

北城内６番５６号 茶室 

和室２室 

舞踊室 

６ 唐津城 

（H24.4.1～H29.3.31） 

東城内８番１号 天守閣 

やぐら 

茶室 

売店 

７ 相知交流文化センター 

（H23.4.1～H26.3.31） 

相知町中山３６００番地８ 文化ホール 

会議室１ 

会議室２ 

会議室３ 

研修室Ａ 

研修室Ｂ 

和室１ 

和室２ 

調理実習室 

８ 旧高取邸 

（H24.4.1～H29.3.31） 

北城内５番４０号  



   

（２）受託管理施設 

 施設名（指定期間） 所在地 施設内容 

１ 歴史民俗資料館 

（H15.4.1より休館） 

海岸通り７１８１番地 第１展示室 

第２展示室 

第３展示室 

会議室 

資料室 

 

 


