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中津市 10月～11月のイベント情報について 

 

◎クルーズ客船「ぱしふぃっくびいなす」が中津港に寄港！  

日時：10月 6日（金） 

場所：中津港 

内容：中津港にクルーズ客船「ぱしふぃっくびいなす」が寄港します。「ぱしふぃっくびい

なす」の中津港への寄港は 7年ぶり 4回目です。寄港に伴い、お客様に対する様々な

「おもてなし」を実施します。 

問合先：中津市企業誘致・港湾課(22-1111) 

 

◎今津大たいまつ  

日時：10月 7日（土） 

場所：犬丸川・今津橋（中津市大字今津） 

内容：河川内に設置した大たいまつに、橋の上から火矢を射って点火します。 

問合先：今津大たいまつ実行委員会(090－1874―8051) 

 

◎恵比須祭り  

日時：10月 7日（土）・8日（日） 

場所：恵比須神社（中津市大字今津） 

内容：今津全町から 6 台の豪華絢爛の傘鉾と 1 体の神輿が巡行し、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。 

問合先：中津市観光課(22－1111)  

 

◎第 3回なかつ縄文まつり  

日時：10月 8日（日） 

場所：道の駅なかつ 遺跡公園 

内容：土器や火起こしを体験することで、現代の生活の便利さなどいろいろなことを感じ

ることができます。人間が生き物の命をもらって生きていることを大人も子供も実感

できるひとときです。 

問合先：中津市教育委員会社会教育課文化財室(22－1111)  

 



◎三光コスモス祭り  

日時 ： 10月 8日（日）～10月 29日（日） 10時～15時（時間外も見学は可能） 

場所 ： 三光原口・成恒 

 内容 ： 今年で 11 年目を迎える「三光コスモス園」。八面山の裾野に位置する原口・成恒

地区の転作田、約 16ha に約 2800 万本のコスモスが咲き誇ります（転作田を使用する

ため毎年位置が変わります）。コスモスの花の色を使い模様やキャラクターを表現する

コスモスアート、花びらが筒状になった珍しいコスモスも必見です。三光コスモス園

は、「日本一のコスモス園をつくらんかいエーノーグループ」が中心となり、地域の子

どもやボランティアの方の力で作られています。 

問合先 ： 三光コスモス祭り実行委員会 三光支所地域振興課内(43－2050）  

 

◎古要舞と神相撲（国指定無形民俗文化財）  

日時 ： 10月 12日（木） 

場所 ： 古要神社（中津市大字伊藤田） 

内容 ： 3年に 1度の 10月 12日に古要舞と神相撲が開催されます。傀儡子（くぐつ）と呼 

      ばれる人形を操るお祭りです。福岡県築上郡吉富町の古表神社に伝わるものとと      

もに国の重要無形民俗文化財に指定されています。古くは宇佐神宮の放生会の時に      

奉納され、奈良時代に朝廷へ反乱を起こし亡くなった隼人の霊をなぐさめるために   

行われたと伝わります。18時ごろから古要舞が奉納され、続いて神相撲が行なわれま

す。 

問合先： 中津市教育委員会社会教育課文化財室(22－1111)  

 

◎北九州－中津ウオーキング大会  

日時 ： 10月 14日（土） 7時 30分～19時頃 

場所 ： 中津市役所～勝山公園（小倉北区） 

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」設置 20 周年を記念して昨年実施した

「北九州－中津ウオーキング大会」を今年も開催します。今年は前回とは逆のコース

をたどり、ゴールの勝山公園（北九州市小倉北区）を目指します。 

問合先 ： 総合政策課（☎0979－22－1111・内線 247）  

 

◎豊前の国 観月 中津 城あかり  

日時 ： 10月 14日（土）・15日（日） 17時頃 

場所 ： 中津城二ノ丸公園周辺 

内容 ： 中津城（奥平家歴史資料館）のたもとに約 2万個の紙とうろうを設置。幻想的な光

のオブジェが中津の夜を彩ります。14 日 20時から、泉谷しげるコンサートが行われ

ます。 

問合先 ： ステージ中津 491（23-1820）  



◎楽市楽座 楽農文楽あきまつり  

日時 ： 10月 14日（土）・15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。 

問合先 ： 楽一通り・夢サミット(24－3901)  

 

◎第 20回 八面山アタック  

日時 ： 10月 15日（日） 9時 30分～14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。 

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

 

◎光のアート耶馬渓 （ライトアップ）  

期間 ： 10月 21日(土)～12月 3日（日）（御霊もみじ、深耶馬溪ひさしもみじは落葉まで） 

時間 ： 17時～21時 

場所 ： 競秀峰、御霊もみじ、深耶馬溪ひさしもみじ、猿飛千壺峡 

内容 ： 耶馬渓の紅葉時期にあわせて競秀峰、御霊もみじ、深耶馬溪ひさしもみじ、猿飛千

壺峡の 4箇所でライトアップを行います。奇岩、紅葉、渓流がライトアップにより美

しく浮かび上がり幻想的な空間を演出します。 

問合先 ： （一社）中津耶馬渓観光協会（64-6565） 

 

◎脚本づくりワークショップ  

期日 ： 10月 22日(日) 

時間 ： 13時～16時 

場所 ： 中津市役所 4階 研修室 

内容 ： 中津市では今年、みなさんが脚本づくりから撮影まで手掛ける PR 動画をつくりま

す。最初の取組みとして、中津市がメインロケ地の映画「サブイボマスク」の脚本を

担当した一雫ライオン氏を招いた「脚本づくりワークショップ」を開催します。 

問合先 ： 中津市秘書広報課（22-1111） 

 



◎やまくにかかしワールド  

日時 ： 10月 29日（日）～11月 23日（木・祝日）  

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 1999 年（平成 11 年）、町内在住の赤

尾さん夫婦と月木さん夫婦が畑に作ったのがきっかけで、2003 年(平成 15 年）には初

めて稲刈り後の田んぼに作られました。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。 

問合先 ： 山国支所地域振興課（62－3111）   

 

◎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 29日（日） 8時半～（受付 8時 00分～） 

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 1,000円（中学生以下 500円）※未就学児無料 

   【応募期間】9月 14日（木）～10月 18日（水） ※先着順（定員になり次第締切） 

問合先 ： 耶馬溪支所地域振興課(54－3111)  

 

◎第 9回耶馬溪観光秋まつり～耶馬のにぎわい！ワイワイ市～  

日時 ： 10月 29日（日） 9時 30分～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。神楽や太鼓、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。 

問合先 ： 耶馬溪観光秋まつり実行委員会 090-5726-7120   

 



◎ワクワク夢市場 リユース！フリーマーケット  

日時 ： 10月 29日（日） 10時～13時 

場所 ： ダイハツ九州アリーナ 

内容 ： フリーマーケットは、市民のみなさんがご家庭で不用になった品物を取引する場所

を提供することにより、ごみの減量とリユース（再使用）の意識を高めていくことを

目的として開催しています。また、現代は以前に比べて人と人とのつながりが非常に

希薄になったと言われていますが、この会場での値段交渉などから始まる会話を通じ

て、地域や世代を超えたコミュニケーションの輪が広がることも期待しています。 

問合先 ： 中津市清掃課（24-5374） 

 

◎第 2回中津耶馬渓フォトコンテスト  

期間 ： 11月 1日（水）～12月 3日（日） 

内容 ： 秋の耶馬渓、光のアート（ライトアップ）を対象にした中津耶馬渓フォトコンテス

トを開催します。秋の耶馬渓の魅力が詰まったとっておきの写真をご応募ください！ 

問合先 ： （一社）中津耶馬渓観光協会（64-6565） 

 

◎中津大貞八幡菊花展  

日時 ： 11月 1日（水）～10日（金） 

場所 ： 薦神社（中津市大字大貞） 

内容 ： 毎年 11月 1日から 10日に大貞（おおさだ）の薦（こも）神社で「中津大貞八幡菊

花展」が開催されます。中津に本格的な秋の訪れを告げる行事として定着しています。

夜はライトアップされ、昼間とは違った魅力があります。 

問合先 ： 薦神社 32－2440   

 

◎第 14回深耶馬ウォーク  

日時 ： 11月 12日（日） 9時～（受付 8時） 

場所 ： 折戸温泉（中津市耶馬溪町深耶馬） 

内容 ： 錦もみじと奇岩秀峰を満喫できます。 紅葉した景色を見ながらのウォーキングで

す（約 11キロ）。有料の行事ですが、昼食、温泉入浴半額補助、お土産（農産物）が

つきます。 

問合先 ： 深耶馬ウォーク実行委員会 090-1084-4631   

 


