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◆中津祇園
【日時】7 月 27 日（金）～7 月 29 日（日）
【場所】闇無浜神社・中津神社ほか
7/28（土）は市内在住者対象で各支所（山国～
耶馬溪～本耶馬渓～三光）～中津駅間の送迎バス
も運行。
（要予約：中津市観光推進課まで。7/20〆切）
※日程など詳細は中津祇園保存協議会 HP より。
今年は 7/21（土）の玖珠祇園大祭に中津祇園（新博多町）も参加決定！

◆第 6 回中津市民花火大会
【日時】7 月 27 日（金）20 時～
今年は過去最大 5,000 発以上!!
（第 1 回：2,200 発、第 2 回：3,500 発、
第 3 回：4,000 発、第 4 回：4,500 発、
第 5 回：約 4,000 発）
【場所】小祝漁港周辺
花火大会の市民サポーター募集中！
個人 1 口 3,000 円より
企業 1 口 10,000 円より

◆やまくに Genryu 夏まつり
【日時】8 月 11 日（土）16：00～22：00
【場所】中津市しもげ商工会山国支所前駐車場特設会場
【内容】お菓子まき、山国子ども神楽、ダンス
レーザーショー、花火、大抽選会など

◆第 20 回寺町とうろう祭り（七観音参り）
【日時】8 月 9 日（水）18:00～
【場所】寺町周辺、福澤旧居駐車場 ほか
『浴衣 de フォトコン』
「浴衣で七観音めぐり」をテーマにした、お気に入り
の写真を Instagram で応募して賞金を GET!!浴衣持参
で着付けもあり（500 円、事前予約）
賞
金：最優秀賞 2 万円、優秀賞 1 万円、入賞 3 千円
応募期間：8 月 9 日(木)～11 日(土)
※とうろうコンテストも参加者募集中！
先着 30 団体、申込期限：7 月 27 日(金)
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◆第 36 回耶馬溪湖畔祭り
【日時】8 月 12 日（日）15 時～22 時 ※花火 20:30～
【場所】耶馬溪アクアパーク
市内在住者対象で中津駅⇔祭り会場の送迎バスも運
行します。
（要予約：中津市観光推進課まで。7/20〆切）
今年の花火大会は災害復興支援の気持ちも込めて、
尺玉などの大型花火で地域を元気づけます！

◆鶴市花傘鉾祭
【日時】8 月 25 日（土）～8 月 26 日（日）
※花火大会は 8 月 26 日（日）
（19:30～ 約 2,500 発）
【場所】八幡鶴市神社
※御神幸順路は分かり次第、HP でご案内します。

【問合先】
観光推進課 担当：中村
（TEL：0979-22-1111・内線 391）
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夏の太陽の下で、楽しい夏の思い出を作りませんか？いろんなアクティビティが、
みなさんをお待ちしています！！

１．夏休みイベント

小学生以下レンタサイクル無料！！

■日時 7 月 21 日（土）～

9 月 2 日（日）

■場所 中津市内の 3 つのレンタサイクル施設
・耶馬溪サイクリングターミナル（0979-54-2700）
・やすらぎの郷やまくに（0979-62-2186）
・青の洞門サイクリングセンター風水園（0979-52-2108）
■内容 メイプル耶馬サイクリングロードは初心者でも利用しやすいコースであるた
め、サイクリングロードの利用促進や子どもたちの体力増進を図ることを目的
とし、夏休み期間中市内のレンタサイクル 3 施設で連携して、小学生以下の利
用料金を無料とします。
【レンタサイクル料金】
大

人

：

500 円（最大）

高校生以下：

200 円

小学生以下：

無料

※延長料金、乗り捨て料金は除く
■問合先

耶馬溪支所地域振興課（TEL：0979-54-3111・内線 248）

２．夏休み子ども水上スポーツ教室
（初心者コース）
■日時

8月16日（木）～ 19日（日） いずれも

9時 ～ 12時

■対象

全国の中学生以下の子どもで、初めて体験する方や何度か体験したことの
ある方（必ず保護者同伴）

（育成コース）
■日時

8月16日（木）～ 17日（金） いずれも 14時 ～ 17時

■対象

全国の高校生以下の子どもで、大会出場や技術の向上を目指す方
（必ず保護者同伴）

■場所

耶馬溪アクアパーク

■内容

水上スキー・ウエイクボードというスポーツを通じて心と体を鍛えると
ともに、多くの仲間と楽しみながら交流を深める教室を行います。

■問合先

耶馬溪支所 地域振興課（TEL：0979-54-3111・内線242）
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３．洞門キャンプ場 バルンバルンの森
■場所 中津市本耶馬渓町曽木 459 番地 9
■利用時間 チェックイン：午後 1 時
チェックアウト：午前 11 時
■問合先 洞門キャンプ場（☎0979-52-3020）

４．奥耶馬溪 憩いの森キャンプ場
■場所 中津市山国町守実 2855 番地 55
■期間 4 月 28 日（土）～10 月 8 日（月・祝）（宿泊施設は 4 月中旬～11 月末）
■利用時間 チェックイン：午後 3 時
チェックアウト：午前 10 時
■問合先 一般財団法人 コアやまくに（☎0979-62-2140）

５．「ほんやばけいの夏！！」ポスターについて

本耶馬渓発 観光ＰＲポスター第３弾！
今回は『意外なところに意外なもの』というテーマで、
ポスターを作成しました。
待ちわびた夏の到来に浮かれたわけではありません
が、悠久の歴史、静寂な雰囲気といったこれまでの PR
方法から少しばかり脱線して、こんな切り口で新しい青
の洞門を PR してみました。
今回のポスターも、本耶馬渓支所の地域おこし協力隊
滝澤隊員による撮影・編集で行いました。デザイン構成
に関しても滝澤隊員の都会的な感性により、インパクトのあるポスターに仕上がってい
ます。また、モデルは 2 人とも役所の職員を起用し、コストの削減にも努めました。
もちろん青の洞門に本物のビーチが出現したわけではなく、あくまで山国川の堆積土
によってちょっとビーチっぽく見える場所があった！というだけですが。景色の捉え
方・感じ方は人それぞれ。ギラギラと照りつける太陽の下、こんな涼の感じ方も一興で
は。人それぞれの夏の楽しみ方、涼の感じ方で、ほんやばけいの夏をご堪能ください。
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ポスターは、コストがかかっていない分、効果も未知数で、今のところは話題づくり
のための情報発信の一つでしかありませんが、一見、効果も見込めないような取り組み
の積み重ねが、いつの日か花開き、観光客で青の洞門が大混雑中！の状況を夢見ながら、
これからも汗はかいてもお金はかけずに、情報発信に努めていこうと思います。

【問合先】
本耶馬渓支所 地域振興課

担当：平田

ＴＥＬ：0979-52-2211 内線 221
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◆利用料金
・大
人
・高校生以下

・小学生以下

500 円（最大）
200 円

ターミナル利用者には、

無 料

深耶馬温泉館「もみじの

※延長料金、乗り捨て料金は除く

耶馬溪サイクリング

湯」の入浴割引券進呈！

◆利用可能施設
【耶馬溪サイクリングターミナル】・0979-54-2700

注：定休日（水曜日）

中津市耶馬溪町大字柿坂 353

【やすらぎの郷やまくに】・・0979-62-2186

注：定休日（第 1、第 3 火曜日）

中津市山国町藤野木 12-1

【青の洞門サイクリングセンター風水園】・・・0979-52-2108
中津市本耶馬渓町曽木 1702-1

【中津市】H30.7.6 記者会見資料

いよいよ夏本番です。プールで思いっきり遊んで、夏の暑さを吹き飛ばそう！

１．中津市民プール
■期間 7 月 1 日（日）～8 月 31 日（金）
■開場時間 午前 9 時 30 分～午後 6 時 30 分まで

※8 月 31 日は午後 3 時 30 分まで

■場所 中津市二ノ丁 1257 番地 6
■問合先 中津市教育委員会 体育･給食課（☎0979-22-1111・内線 471）

２．山国源流河川プール
■期間 7 月 1 日（日）～8 月 31 日（金）※7 月 20 日まで土日のみ
■開場時間 午前 10 時～午後 4 時まで
■場所 中津市山国町草本 841 番地
■問合先 山国支所地域振興課（☎0979-22-1111・内線 394）

３．津民川河川プール
■期間 7 月 21 日（土）～8 月 31 日（金）
■開場時間 午前 10 時～午後 4 時まで
■場所 中津市耶馬溪町大字大野 2800 番地の 1
■問合先 耶馬溪支所地域振興課（☎0979-22-1111・内線 394）

４．プールで水上スキー体験・安全教室
■日時 7月8日（日） 10時

～ 12時

※既に定員に達しています。

8月4日（土） 10時

～ 12時

定員30名

9月8日（土） 10時

～ 12時

定員30名

■場所

耶馬溪Ｂ＆Ｇ海洋センター プール

■内容

湖面を滑走する水上スキーをプールで手軽に体験できます。また、子ども
の水難事故防止ため、水辺の安全教室も開催します。

■問合先

耶馬溪支所 地域振興課（TEL：0979-54-3111・内線242）

