【中津市】H28.4.18（月）記者会見資料（秘書広報課）

中津市 4 月～5 月のイベント等情報について
◎第 26 回耶馬溪新緑まつり
◇日時：4 月 29 日（金・祝） 10 時～15 時 ※少雨決行
◇場所：メイン会場：深耶馬溪公共駐車場（中津市耶馬溪町大字深耶馬）
サブ会場：旬菜館、耶馬溪すっぽん、アクアパーク

◇内容：耶馬溪一帯がさわやかな新緑につつまれる最高の季節。「ふれあい」をテーマに楽し
い企画満載で開催されます。メイン会場・サブ会場のスタンプを集めて「お買物券」を
ゲット！
●メイン会場（深耶馬公共駐車場）：ステージイベント、食の祭典、スピードくじ など
●サブ会場（3 か所）
[旬菜館]：のど自慢大会、すっぽん競走、エイサー、食の祭典 など
[耶馬溪すっぽん]：自慢の一品販売、青空ワークショップ など
[アクアパーク]：湖面遊覧体験
※メイン会場とサブ会場 3 か所を約 30 分おきにシャトルバスが周遊していますので、
ご利用ください。
問合せ先：中津市しもげ商工会 0979-54-2073

◎第 29 回深耶馬溪ゴールデンウォーク
◇日時：4 月 29 日（金・祝）

9 時～

◇集合：深耶馬溪公共駐車場（耶馬溪町大字深耶馬）
◇費用：大人 800 円、小中学生 500 円、未就学児無料（未就学児で食事を希望する場合は 500
円） ※参加特典：山かけそば食事券、無料入浴券、周辺観光マップ
◇内容：耶馬溪に春の観光シーズンの幕開けを告げる「深耶馬溪ゴールデンウォーク」。輝く若葉
もみじが来場者を迎えてくれます。木洩れ日の中でキラキラ光る若葉もみじを楽しみなが
ら、春の耶馬溪を満喫。「一目八景」を中心とした約 4.2km のコースと約 3.2km のコースの
2 コースを予定しています。渓流に沿ってハイキングコースを歩く簡単なコースなので、ど
なたでも気軽に参加できます。
申込先：中津耶馬溪観光協会 0979-64-6565
問合せ先：中津耶馬溪観光協会 0979-64-6565

◎第 26 回八面山平和マラソン大会
◇日時：4 月 29 日（金） 開会式 9 時～、9 時 40 分～随時スタート
◇場所：三光総合運動公園スタート／ゴール
◇内容：種目 2km、 3km、5ｋｍ、10ｋｍ
県内外からの参加者が春の三光路を走ります。参加者全員に、三光産の米 2kg が参加
賞として贈られます。その他、竹馬会による豚汁が振る舞われるイベント等を企画してい
ます。

問合せ先：中津市体育協会三光支部（市教委 体育・給食課内） 22－1111（内 471）

◎第 14 回中津みなとふじまつり
◇日時：4 月 30 日（土） 10 時～17 時
5 月 1 日（日） 10 時～15 時
◇場所：田尻緑地公園・中津港
◇内容：中津沖代ライオンズクラブから寄贈された全長約 100 メートルの藤棚に藤の花が見事に
咲き誇ります。
吹奏楽、神楽、空手演武、書道パフォーマンスなどのステージイベント、美味いもん市な
ど様々なイベントが企画されています。

問合せ先：中津沖代ライオンズクラブ 24－3732

◎八面山平和公園日米戦没者慰霊の集い
◇日時：平成 28 年 5 月 3 日（火・祝） 10 時～
◇場所：八面山平和公園
◇主催：八面山平和公園愛好会
◇内容：1945 年（昭和 20 年）5 月 7 日、八面山上空で
散華した日米 13 名の兵士並びに大東亜の各地で
奮戦奮闘し祖国のために尊い一命を捧げられた英霊の御霊に哀悼の誠を捧げる集い
であります。この集いは高野山真言宗八面山神護寺住職の読経により進めていきます。
当日焼香を希望される方は参加可能です。
問合せ先：三光支所総務課 43-2050

◎豪華クルーズ船「飛鳥Ⅱ」、「にっぽん丸」 中津港寄港
◇日時：【飛鳥Ⅱ】平成 28 年 5 月 11 日（水）

9 時 30 分入港（予定）

◇場所：中津港
◇当日の催し：

9:30

入港 入港時歓迎セレモニー 保育園児による旗振り、
東九州龍谷高校チアリーディング部

13:30

船内見学会
物産展（中津市、宇佐市、豊後高田市、日田市）

16:00

出航前セレモニー 豊後みさき太鼓、中津北高書道部

17:00

出航 出航時セレモニー 豊陽中学校吹奏楽部

【にっぽん丸】平成 28 年 5 月 22 日（日）11 時～（1 時間程度）

◇日時：【にっぽん丸】平成 28 年 5 月 22 日（日） 8 時入港（予定）
◇場所：中津港
◇当日の催し：

8:00

入港 入港時歓迎セレモニー 保育園児による旗振り、
東九州龍谷高校チアリーディング部

11:00

船内見学会
物産展（中津市、宇佐市、豊後高田市）

16:00

出航前セレモニー 豊後みさき太鼓、中津北高書道部

17:00

出航 出航時セレモニー 中津東高等学校吹奏楽部

問合せ先：企業誘致・港湾課（22-1111・内線 422）

◎第 21 回八面山スケッチ大会
日時：5 月 14 日（土）9 時 30 分～14 時
場所：八面山中腹野外音楽堂付近
参加費：500 円
申込期限：4 月 28 日（木）まで
内容：中津のシンボルでもある「八面山」
をモチーフにした水彩画を描きます。対象
は、幼児から高齢者までどなたでも参加できます。市外からの参加者も大歓迎です。
参加者全員に記念Ｔシャツを進呈します。作品は、審査し優秀作品を表彰しますが、7 月に文化会
館で開催する「八面山美術展」には全作品を展示します。
問合せ・申込み先：社会教育課生涯学習推進室 TEL22-4942 FAX22-1492

第２１回 八面山スケッチ大会【参加申込書】
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◆開催日時◆ ○平成 28 年５月 14 日（土）９：３０～１４：００
◆会

場◆ ○八面山全域（受付・開会行事は八面山中腹の野外音楽堂）
※雨天の場合は野外音楽堂と八面山荘で実施。

◆対 象 者◆ ○どなたでも参加できます。（市外の方も歓迎）
※ただし、小学生以下は保護者同伴とします。
◆内

容◆ ○八面山の中及び八面山を自由に描く。
（遠方から八面山を眺める場所からのスケッチも可）
○審査員が巡回指導を行います（野外音楽堂、平和公園一帯）。

◆申 込 み◆ ○本紙上部の申込書を４月２８日（木）までに社会教育課まで提出する。
◆参 加 料◆ ○1 人５００円（大会当日に徴収します）
◆参 加 賞◆ ○八面山スケッチ大会オリジナルＴシャツ
◆持 ち 物◆ ○水彩用具一式、またはクレヨン等、画板（画板の貸出あり）
○水筒、昼食等（熱中症、雨天時対策は各自でお願いします）
※画用紙（四ツ切サイズ）は、事務局にて準備します。
◆そ の 他◆ ○負傷等の場合は保険の範囲内で補償します。補償は大会当日に限られます。
○基本的には水彩画としますが、指定された画用紙（裏に社会教育課印）であ
れば画材は問いません。
○作品は複数点提出できます。画用紙の中に複数点貼り付けた作品も可です。
○当日提出できない場合は、６月１７日（金）までに中津市教育委員会社会教
育課（中津市役所３階）へ提出してください。
◆審

査◆ ○４名の審査員（外園雅美、山田史郎、中村忠男、須賀瑠美子先生）が行います。
○大賞２点含め、各賞約３０点を選出します。

◆表

彰◆ ○入賞者には賞状と副賞を授与します。
○八面山美術展の最終日（７月２４日、１５：００～）に表彰式を行います。

◆展

示◆ ○「八面山美術展」とき：７月２２日（金）～２４日（日）
場所：中津文化会館 小ホール
※複数の作品を提出した場合も展示は一人１点とします。
※小幡記念図書館、道の駅なかつで巡回展を実施します。

【主 催】中津市・中津市教育委員会

【お問い合わせ】

【後 援】大分合同新聞社

◎中津市教育委員会社会教育課（生涯学習推進室）

（予 定） ＮＯＡＳ ＦМ

〒８７１－８５０１ 中津市豊田町１４番地３

ＮＰＯ法人中津文化協会

TEL：0979-22-4942

中津美術協会

FAX：0979-22-1492

