
平成 28 年 8 月 31 日（水） 

 

 

中津市 9 月～10 月のイベント等情報について 

 

 

◎薦神社 仲秋祭 

日時：9 月 17 日（土）・18 日（日） 

場所：薦神社（中津市大貞） 

内容：千年以上の長い伝統を誇り、付近の水田をうるおす御澄池の水に感謝することから始まっ

たと言われています。現在担がれている神輿は、神門（国指定重要文化財）が再建された

元和 8 年（1622 年）頃に、当時の中津藩主細川忠興が奉納したものということです。 

 

問合せ先：薦神社 32－2440   

 

◎第 9 回からあげフェスティバル 

日時：9 月 17 日（土）・18 日（日）  10 時～17 時（小雨決行） 

場所：イオンモール三光特設会場（中津市三光佐知） 

内容：今年で9回目を迎える「からあげフェスティバル」。多くの中津市近郊のからあげ店が出店す

るほか、遠方からの招待店もあり、年に一度の味比べを楽しむことができます。 

今年はからあげ以外の鳥料理も登場するトリリンピックを同時開催。足湯も登場します。ほ

かにもステージイベントも盛りだくさんで見所満載です。 

 

問合せ先：からあげフェスティバル実行委員会（NOAS FM 内） 27－0786   

 

◎中津城観月祭 

日時：9 月 17 日（土）・18 日（日）  17 時～21 時 

場所：中津城周辺・二の丸公園（中津市二ノ丁） 

内容：中津市内や周辺地域で活動している方々による催し物や神楽、コンサートを開催します。 

    中津城周辺では灯籠も設置。雅で幻想的な世界をお楽しみください。（16 時 点灯開始） 

    また、中津城では観月祭開催の間、入場料の割引・営業時間の延長を実施します。 

    入場料    大人：400 円→200 円（17 時以降割引実施） 

            子ども：200 円→無料（17 時以降割引実施） 

    営業時間  17 時まで→21 時 30 分まで 

 

  問合せ先：ステージ中津 491（担当：今吉） 090-4347-1466   

  



◎かっぱ祭り（白地楽） 

日時：9 月 18 日（日） 14 時頃～ 

場所：亀岡八幡宮（山国町） 

内容：白地楽は、五穀豊穣、生活安穏などを祈願して奉納されます。4 人のかっぱに扮した子供を、

大うちわを持った大人が封じこめるというもので、平家落人の霊を鎮めるために、行われ始

めたと伝えられています。白地地区には、地区の戸数が 4 戸になるまで、この楽を伝統通り

に継承しなければならないという掟があるそうです。 

 

問合せ先：亀岡八幡神社 62－2419   

 

◎八面山音楽祭 泉谷しげるコンサート２０１６ 

日時：9 月 19 日（月・祝）13 時～17 時（開場 12 時～） 

場所：八面山野外音楽堂 

   内容：八面山音楽祭は、過疎化・高齢化が進む田舎に元気と勇気と希望を与え、再び地域に

活気を呼び戻す等の地域活性化を図ることを目的としています。映画「サブイボマスク」にも

出演したフォークシンガー泉谷しげるを招いて、地元で活動するアマチュアバンドと共に、八

面山野外音楽堂で「八面山音楽祭」を開催します。 

13 時～14 時 40 分 地元アマチュアバンド 

15 時～17 時    泉谷しげる 

入場料 前売券 3,000 円、当日券 3,500 円 

 
問合せ先：八面山音楽祭実行委員会 090-1365-7616 

 

◎かっぱ祭り（①樋山路楽・②二瀬楽） 

日時：①9 月 21 日（水） 16 時～ 

②9 月 22 日（木・祝） 16 時～ 

場所：①伊勢山大神社（中津市耶馬溪町大字大島） 

②二瀬天満宮（中津市耶馬溪町大字樋山路） 

内容：約 300 年前から伝えられてきた郷土民芸で、源氏に追われた平家の落人の妄念が、カッパ

に化けて農作物を荒らし、牛馬に災いをなし、さらには、水辺で遊ぶ子供たちの生命をも奪

うことから、そのカッパの霊を慰めるため、この神事を氏神の神前に奉納して人畜の守護や

厄払い、あわせて五穀豊穣を祈願するものです。 

    耶馬溪地域では、この「かっぱ楽」が二つの保存会によって三つの地域（神社）で、継承、奉

納されており、ひとつは、夏の『宮園楽』、もう二つが秋の『樋山路楽』『二瀬楽』です。  

 

  問合せ先：中津市耶馬溪支所総務課 54－3111  

 

  



◎中津名物 はもフェア 

日時：10 月 1 日（土）～11 月 30 日（水） 

場所：市内参加店 

内容：中津市が誇る海の幸「鱧（はも）」が主役のスタンプラリー。参加している料理店で食事をし

て、スタンプを押してもらいます。スタンプ 3 つで応募者の中から抽選で豪華特産品が当た

ります。 

 

問合せ先：中津耶馬溪観光協会 64-6565  

 

◎箭山神社神幸祭 

日時：10 月 2 日（日）8 時～20 時 

場所：箭山神社遥拝所（三光田口）～お仮屋（三光森山） 

内容：朝 8 時より箭山神社から神輿と傘鉾の行列が地区を練り歩き、森山のお祭り広場では

10 時から音楽イベント、13 時半から山口小学校児童による集団演舞、16 時半から「千歳楽」

などが行われます。箭山神社神幸祭で奉納される「千歳楽」は、生命力旺盛な稚児だけで踊

る、念仏踊りなどの要素を含んだ民俗芸能で、慶長元年（1596）年のかんばつの際、箭山神

社に雨乞いをし、豊作の恩恵に浴したため、お礼を奉納したのが始まりと伝えられています。

背中に造花飾り、胸に太鼓を付けた子ども 8 人がかわいらしく踊り、五穀豊穣と無病息災な

どを祈願します。 

 

問合せ先：三光支所総務課 0979-43-2050 

 

◎GREEN ＆ MUSIC CROSSOVER  8M～音波～OTONAMI3 

日時：10 月 8 日（土）12 時～17 時 

場所：八面山野外音楽堂 

  内容：音楽のジャンルを限定せず「誰でも、誰とでも、何人でも」来て欲しいと開催され、今年

で3回目の開催になります。今回は、九州各地で活躍している音楽バンド等が出演予定です。

野外フェスに行ったことのない、初めての人にもオススメです。入場無料、持ち込み自由で

す。 

 

問合せ先：8M 実行委員会（ノース FM 内） 0979-27-0786 

 

 

  



◎第 2 回なかつ縄文まつり 

日時：10 月 9 日（日） 

場所：道の駅なかつ（中津市大字加来） 

内容：縄文時代の生活を体験するイベントを行います。 

    ①縄文土器製作体験・火起こし体験 ②イノシシの姿焼き・イノシシ・シカなどの鍋無料配布 

    【対象】小学 3 年生～中学 3 年生まで。先着 30 名。（保護者同伴） 

    【参加料】粘土代 200 円 

 

問合せ先：中津市教育委員会社会教育課文化財室 22－1111  

 

◎恵比須祭り 

日時：10 月 8 日（土）・9 日（日） 

場所：恵比須神社（中津市大字今津） 

内容：豪華絢爛な傘鉾と神輿が巡行し、大漁と豊作を祈願する感謝祭です。2 日目の夕方からは

仮宮から本宮まで練り歩き、クライマックスを迎え、本宮に神輿、傘鉾を納めるのが 22 時ご

ろになります。露店も出ます。 

 

問合せ先：中津市観光推進課 22－1111  

 

◎三光コスモス祭り～10年目のありがとう～ 

日時：10 月 9 日（日）～10 月 30 日（日） 10 時～15 時（時間外も見学は可能） 

場所：三光下田口・成恒 

内容：中津市の秋の風物詩となり、市内外から多くの来園者が訪れる「三光コスモス園」は今年で

10 回目を迎えます。中津市のシンボル、八面山の麓に広がる転作田（16ha）におよそ 3000

万本のコスモスが咲き誇り、見渡す限り一面に色とりどりのコスモスが楽しめます。また、コ

スモスの花の色を使ってキャラクターや模様を描くコスモスアートを15団体が作成しました。

「三光コスモス祭り」の期間中、コスモスマルシェでは、出店者による農産物や特産品の販

売や、土日祝日には踊りや歌などのステージイベントを行います。その他にもコスモス園の

中を走るミニ SL や人力車、切り花体験などのイベントもあり、子どもから大人まで楽しめま

す。入園は無料で、コスモス園周辺には無料駐車場もあります。 

 

問合せ先：三光コスモス祭り実行委員会（三光支所総務課内） 0979-43－2050 

 

 

  



◎楽市楽座 楽農文楽あきまつり 

日時：10 月 15 日（土）・16 日（日） 

場所：豊後町、蛎瀬、桜町通り（通称：楽一通り） 

内容：中津市の蛎瀬（かきぜ）、豊後町（ぶんごまち）を通る通称：楽一通り（らくいちどおり）で、 

2 日間開催されます。 

    県指定無形民俗文化財蛎瀬神楽の奉納、骨董市、縁日広場、フラメンコ、はがき絵コンテ

ストなどまちの人々が手作り企画を多数用意しています。 

 

問合せ先：楽一通り・夢サミット 24－3901   

 

◎第 19 回 八面山アタック～あなたの挑戦を山は静かに待っている～ 

日時：10 月 16 日（日） 8 時 40 分～14 時（受付 8 時～） 

場所：八面山 

内容：自転車によるヒルクライム（山登り）です。上田口公民館をスタートして「夕日を望む丘」まで

の 6ｋｍのタイムを計測します。全走行距離は 7.2ｋｍです。参加資格は高校生以上、参加

料は 3,500 円、申込み締め切りは 9 月 18 日（日）です。 

 

問合せ先：チーム中津のすゝめ 八面山アタック実行委員会 090－8768－8638 

 

◎第一回中津・諭吉カレーフェス 

日時：10 月 16 日（日） 11 時～16 時 30 分 

場所：ゆめタウン中津（中津市蛭子町 3 丁目 99） 

内容：中津の偉人・福澤諭吉が日本で最初にカレーという言葉を伝えたという逸話にちなみ、カレ

ーフェスを開催します。中津市内の様々な店舗のカレーを味わうことの出来るカレーブッフ

ェ、腕に自信のある一般の方から中津一のカレーを決めるカレーコンテスト、その他ステー

ジイベントを行います。 

 

問合せ先：中津耶馬溪観光協会 64-6565  

 

  



◎北九州－中津ウオーキング大会 2016 

日時：10 月 29 日（土） 7 時～19 時 

コース：（1）52km コース 小倉城 7 時 30 分スタート →→→ 中津城 

（2）27km コース 行橋駅西口 10 時スタート →→→ 中津城  

（3）7km コース 豊前市民会館 14 時スタート →→→ 中津城 

内容：中津市を流れる山国川の水は、渇水に備えた水源として北九州市まで「耶馬溪導水」として

つながれています。この「耶馬溪導水」が設置されてから 20 周年を記念して、北九州市と

中津市共催による「北九州－中津ウオーキング大会 2016」を開催します。歩く距離に応じ

て 3 つのコースが設定されていますので、初心者の方でも安心してご参加いただけます。

さらに、ゴールとなる中津城では中津ならではのおもてなしで完歩者をお迎えします。 

 

問合せ先：北九州－中津ウオーキング大会実行委員会 093-582-6008  

 

 

◎耶馬三城を攻めろ！～黒田官兵衛ゆかりの城址ウォーキング＆トレッキング～ 

日時：10 月 30 日（日） 9 時～（受付 8 時～） 

場所：耶馬溪支所裏 柿坂河川敷（スタート・ゴール地点） 

内容：耶馬溪地域に点在する黒田官兵衛ゆかりの三城 平田城址、一ツ戸城址、長岩城址などを

めぐるウォーキング＆トレッキングを開催します。耶馬溪の自然が堪能できるイベントです。 

   【コース】①平田城址コース《初級》 約 10km 所要時間：約 3 時間 

②一ツ戸城址コース《中級》 約 14km＋登山（標高 347m） 所要時間：4 時間  

③長岩城址コース《上級》 約 20km＋登山（標高 530m） 所要時間：6 時間 30 分 

【参加費】一般 500 円（中学生以下 300 円）※未就学児無料 

   【応募期間】9 月 15 日（火）～10 月 18 日（火） ※先着順（定員になり次第締め切り） 

 

問合せ先：耶馬溪支所総務課 54－3111    

 

 

◎第 7 回耶馬溪観光秋まつり 

日時：10 月 30 日（日） 10 時～15 時 30 分 

場所：耶馬溪農林水産物等直売所「旬菜館」駐車場 

内容：「耶馬三城を攻めろ！～黒田官兵衛ゆかりの城址ウォーキング＆トレッキング～」と同時開

催。紅葉真っ盛りの耶馬溪で、秋の恵みを楽しむイベント。すっぽん競争、わなげ大会、特

産物販売などを通じて、みなさんへのおもてなしを行います。 

    シャトルバスも運行しています。 

 

問合せ先：耶馬溪支所総務課 54－3111    

 

 



◎やまくにかかしワールド 

日時：10 月 23 日（日）～11 月 23 日（水・祝）  

場所：山国町 稲刈りの終わった田んぼなど 

内容：山国町で楽しむための案山子が登場したのは2003年(平成15年）、町内在住の赤尾さん夫

婦と月木さん夫婦が初めて稲刈り後の田んぼに作りました。当時は「案山子村」と呼んでいま

した。2007 年（平成 19 年）からは「かかしワールド」と名付けられ、親しまれています。 

稲刈りの終わった山間の静かな田んぼや公園などが「かかし」の世界に大変身します。昭和

の思い出、田舎の日常風景、運動会や演芸会などユニークで今にも動き出しそうな姿はどこ

か懐かしい風景を織りなします。 

 

問合せ先：山国支所総務課 62－3111    

 


