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中津市 7月～8月のイベント等情報について 

◎ビアアーケード 2018  

■期間 7月 5日（木）～ 25日（水） 

■場所 日ノ出町商店街 

■内容 まちかどステーション前や空き店舗前のスペースにテーブル・椅子を設置。共通

チケットにより参加店舗のイベント限定メニューなどを楽しむことができます。 

■問合先 商工振興課（☎0979－22－1111・内線 394）  

 

 

◎きらきら輝くこども☆夢☆未来 第 10回 職人フェスティバル 2018  

■日時 7月 15日（日） 11時～16時 30分 

■場所 日ノ出町商店街、新博多町商店街、中津駅、新博多町交流センター 

■内容 様々な職人ブースで、子どもたちが仕事やものづくりなどを体験することで、職

業に対する興味・関心を深め、ふるさと中津にある職人技や先端的な技術に幅広く

ふれることで、子ども達の将来の夢や希望を育むイベントです。 

■問合先 中津市教育委員会 社会教育課 生涯学習推進室（☎0979－22－1111・内線 483）  

 

 

◎漁師さんの朝市  

■日時 7月 15日（日） 7時～ 

■場所 小祝漁港 

■内容 毎月、第 3日曜日の午前 7時から小祝漁港で「漁師さんの朝市」が開催されてい

ます。朝市では、中津の旬の魚などのほか、漁協女性部の加工品も販売されます。 

■問合先 林政水産課（TEL：0979-22－1111・内線 407）  

 

 

◎南部自由市場  

■日時 7月 22日（日） 10時～14時 

■場所 新博多町アーケード 

■内容 中心市街地の地域力の再生のため、新博多町商店街で継続的に行われている南部

自由市場が開催されます。各店舗のサービス企画の他、地元産品の野菜・果物、加

工品の販売など魅力的な店舗が商店街にずらりと並びます。 

■問合先 商工振興課（TEL：0979-22-1111・内線 421）  

 

 

◎中津市民花火大会  

■日時 7月 27日（金） 20時～（荒天中止） 

■場所 小祝漁港周辺 

■内容 中津祇園の初日に合わせて開催される花火大会。約 4,000発が中津の真夏の夜空

を彩ります。大会後に闇無浜神社で行われる祇園車のお宮入りも迫力満点です！あ

わせてお楽しみください。 

■問合先 観光推進課（☎0979－22－1111・内線 391）  



 

◎中津祇園  

■日時 7月 27日（金）～29日（日） 

■場所 闇無浜神社（下祇園）、中津神社（上祇園）、福沢通り など 

■内容 約 580年の伝統を誇り、大分県無形民俗文化財に指定されている祭り。中津神社

と闇無浜神社から山車 13台と御神輿 2基が市内を練り歩き、チキリン囃子と辻々で

踊りが繰り広げられます。初日には中津市民花火大会、2 日目（朝車）・3 日目（戻

車）の夕方には歩行者天国になった福沢通りに祇園車がならび、さまざまなイベン

トが開催されます。2 日目の 28 日には、各支所～中津駅までの無料送迎バスも運行

しますので、ぜひご利用ください。 

※ 別紙＜回覧＞あり 

■問合先 観光推進課（☎0979－22－1111・内線 391）  

 

 

◎ビンの中の水族館 ボトリウム教室  

■日時 7月 29日（日）14時～16時 

8月 5日（日）14時～16時 

■場所 道の駅なかつ 情報休憩室 

■料金 1,300円 

■定員 各日 30組 

■内容 自分だけの癒し空間、手軽なインテリアとして世界に一つしかないミニ水族館を

作ってみませんか。  

■問合先 三光地域おこし協力隊 梅田尋平（☎080－8950－7959）  

 

 

◎宮園楽（かっぱ祭り）  

■日時 7月 29日（日） 

■場所 雲八幡神社 

■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、水辺で遊ぶ子ども

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。  

■問合先 雲八幡神社（☎0979－56－2309）  

 

 

◎あきんど夜市  

■日時 8月 9日（木） 17時～20時 

■場所 日ノ出町商店街 

■内容 かつての賑わいを取り戻し、住民の商店街に対する愛着を育むことを目的に、か

つては毎週賑わいを見せていた「土曜夜市」を、今年は「寺町とうろう祭り」と同

日開催します。 

■問合先 商工振興課（☎0979－22－1111・内線 394）  

 

 

 



 

◎寺町とうろう祭り  

■日時 8月 9日（木） 18時頃～ 

■場所 寺町周辺 

■内容 夕日が沈む頃、火がともされた紙とうろうの明かりが寺町周辺を柔らかく包み、

真夏の幻想的な夜を迎えます。周辺の 7つのお寺では「七観音参り」も行われてい

ます。これは、京都の清水寺の「千日参り」に起源を発し、江戸時代初期より民衆

の信仰を集め、参詣すれば千日の功徳があると言い伝えられています。 

    今年は、「浴衣で七観音めぐり」をテーマにした「浴衣 deフォトコン」を同時開

催します。 

■問合先 （一社）中津耶馬渓観光協会（☎0979－64－6565）  

 

 

◎やまくにＧｅｎｒｙｕ夏祭り 2018  

■日時 8月 11日（土） 

■場所 中津市しもげ商工会 山国支所会館前 駐車場 

■内容 地域の物故者への供養と併せ、帰郷した家族や友人との再会の機会づくりとして

地域の若者グループ「やまくにＧＥＮＲＹＵ会」の主催で、お盆の帰省時期に開催  

しています。今年は８年振りに打ち上げ花火を復活させ、やまくにの夏を盛り上げ

ます。詳しくは、下記までお問い合わせください。 

■問合先 やまくにＧＥＮＲＹＵ会（中津市しもげ商工会山国支所内）（☎0979－62-2683）  

 

 

◎耶馬溪湖畔祭り  

■日時 8月 12日（日）15時～22時 

【花火大会】20時 30分～（荒天時は 13日（日）に延期） 

■場所 耶馬溪アクアパーク 

■内容 森と湖に親しむ旬間の協賛行事として、耶馬溪湖畔祭りが耶馬溪ダムの耶馬溪ア

クアパークをメイン会場に開催されます。昼間は盛りだくさんの各種イベント、夜

には約 2,000 発の花火が打ち上げられ、夜空と湖面を華やかに彩ります。当日は、

中津駅～祭り会場までの無料送迎バスも運行しますので、ぜひご利用ください。 

※ 別紙＜回覧＞あり 

■問合先 耶馬溪支所地域振興課（TEL：0979-54－3111・内線 248）  

 

 

◎漁師さんの朝市  

■日時 8月 19日（日） 7時～ 

■場所 小祝漁港 

■内容 毎月、第 3日曜日の午前 7時から小祝漁港で「漁師さんの朝市」が開催されてい

ます。朝市では、中津の旬の魚などのほか、漁協女性部の加工品も販売されます。 

■問合先 水産振興課（TEL：0979-22－1111・内線 407）  

 

 

 

 



 

◎鶴市花傘鉾祭  

■日時 8月 25日（土）・26日（日） 

【花火大会】8月 26日（日） 19時 30分～ 

■場所 八幡鶴市神社、山国川三口河川敷、市街地一円 

■内容 今から約 880年前、お鶴と市太郎の母子がこの井堰を完成させるために人柱にな

ったという話が今も伝わっています。鶴市花傘鉾祭は、二人の霊を慰めるとともに

五穀豊穣を願うお祭りです。色鮮やかに飾られた花傘鉾が囃子にのって、青田の中

を行列する姿は中津の夏の風物詩となっています。  

■問合先 観光推進課（☎0979－22－1111・内線 391）  

 

 

◎南部自由市場  

■日時 8月 26日（日） 10時～14時 

■場所 新博多町アーケード 

■内容 中心市街地の地域力の再生のため、新博多町商店街で継続的に行われている南部

自由市場が開催されます。各店舗のサービス企画の他、地元産品の野菜・果物、加

工品の販売など魅力的な店舗が商店街にずらりと並びます。 

■問合先 商工振興課（TEL：0979-22-1111・内線 421）  
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ふるさと中津を積極的に発信し、地域活性化を目指す民間のまちおこしグループ『ステージなか

つ４９１』（今吉 次郎代表）が、平成２１年から行っている「職人フェスティバル」は、平成２

８年の第８回から日の出町商店街、新博多町商店街、中津駅を中心に開催されています。 

 このイベントは、子どもたちに世の中には様々な職業があることを知らせ、実際に仕事やものづ

くりを体験させることにより、仕事に対しての興味関心を深め、正しい職業観を身につけさせるこ

とができる学校以外の進路学習の場であると捉えています。 

また同時に、ふるさと中津には、昔ながらの職人技、先端的な技術による様々な産業があること

も子どもたちに紹介することができ、将来を担う子どもたちが夢や希望を持つ心を育まれることが

期待できます。さらに、開催場所を商店街界隈にすることにより、商店街の賑わいと活性化につな

げていくことができると考えます。 

市もこの活動の趣旨に賛同し、昨年からステージなかつ４９１と共催しており、民間と連携、協

働して、未来の中津を担う子ども達に、貴重な体験の場を提供しています。 

 

１、日 時  平成３０年７月１５日（日） １１：００～１６：３０ 

 

２、場 所  日の出町商店街、新博多町商店街、中津駅、新博多町交流センター 

 

３、共 催  ステージなかつ４９１・中津市 

 

４、協 力  （一財）九電みらい財団・（公社）全国乗馬倶楽部振興協会 

 

５、後 援  大分県北部振興局・中津市教育委員会・宇佐市教育委員会・吉冨町教育委員会 

   上毛町教育委員会・中津商工会議所・中津市工業連合会 

       明るい社会づくり運動二豊地区協議会・NOAS-FM・スマイルプロジェクト 

 

６、対 象  一般市民（昨年度実績 約 2,000人 内、体験した子ども 990人） 

市内及び近郊の小学校、支援学校にチラシを配布し体験コーナーの参加者募集 

きらきら輝くこども☆夢☆未来 

第 10回 職人フェスティバル 2018 

職人体験イベントでは九州最大級！ 



７、内 容（別紙チラシ参照） 

 

 

〇 匠のつどい 県外からの職人の紹介 

・和菓子職人 開懐世利六菓匠（かわせりろっかしょう）＜熊本＞ブース番号１ 

・曲物職人 ４００年の伝統工芸、博多曲物＜福岡＞ ブース番号１１ 

・ろうそく職人＜大阪＞ ブース番号１８ 

〇 大工の神業「カンナのうす削り」 

〇 人形芝居、マジックショー、キックボクシング実演 

〇 夢を叫ぼう！カラアゲ絶叫大会 １６：００～ 

 小学生以下の子どもを対象に、ステージ上で自分の将来の夢を叫び、声の大きさに

より、小盛り・中盛り・大盛りのからあげが賞品としてもらえます。定員３０名で

すが、参加人数によっては、飛び入りも可能です。自分の夢に向かって、これから

頑張っていこうとする子どもたちを応援する企画です。 

 

〇 乗馬体験（熊本・大分震災支援事業） 

 （公社）全国乗馬倶楽部振興協会の協力で、エル・ランチョ・グランデから乗馬

用の馬（２～３頭）が来て、子ども対象の乗馬体験を行います。乗馬による心身の

癒し効果や治療効果としての乗馬、ホースセラピーが世界で広がりつつあります。 

・12:30～13:30（予定） 中津支援学校児童生徒の無料乗馬体験教室（招待） 

・13:30～15:00（予定） 一般向け子ども乗馬体験教室（有料 200円） 

※ 熊本・大分震災、九州北部豪雨などの復興支援のための義捐金となります。 

ステージイベント １２：００～・１５：００～ 

「おてもちゃん」が

熊本からやって来

ます。 



 

 

 市内企業、商店、学校などの協力により、有料（1000円）の職人体験ブース７１

ブース、無料体験ブース１６ブースを商店街内の歩道を中心に特設しています。そ

のブースで、事前予約をしている子どもたちが、ものづくりや職人技などを実体験

します。今年は、約１０００人の子どもたちの申込みが見込まれています。 

 また、今回から、活動を始める前に参加した子ども達に対して、指導をする職人

から、「この仕事を選んだ理由」「仕事の中での苦労や喜び」「この仕事に就くために

必要な能力、資格」「将来の夢」などの話をしていただき、子ども達の職業観を高め

ます。 

〇 職人体験ブース（無料） ちびっ子ファイヤーマン、ポリスは要予約 

 

 

 

 

 

 

〇 職人体験ブース（有料、要予約）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 参加費の一部は、熊本・大分震災、九州北部豪雨などの復興支援のための義捐金となります。 

 

 

職人体験コーナー （１部）13:00～、（２部）14:00～ 

食べ物屋台コーナー（から揚げ、カキ氷、ポップコーン、カレー、インドカレー） 



   
「中津祇園」および「耶馬溪湖畔祭り」の 

無料送迎バスを運行します    
中津祇園 

◆運行期日：平成 30年 7月 28日（土）のみ 

◆運行行程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

耶馬溪湖畔祭り 

◆運行期日：平成 30年 8月 12日（日） 

◆運行行程：  

【行き】17時 00分 中津駅  出発 → 17時 45分 祭り会場 到着（予定） 

【帰り】21時 30分 祭り会場  出発 → 22時 15分 中津駅   到着（予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆問合せ：中津市役所 観光推進課（☎22－1111） 

区域 

行き 帰り 

出発時間 乗車場所 
中津駅 

到着時間 

中津駅 

出発時間 

乗車 

場所 

到着時間 

（予定） 

三 光 17時４0分 三光支所前 

18時 ２１時３０分 
中津駅 

南口 

２１時４５分 

本耶馬渓 17時 20分 本耶馬渓支所前 ２２時 

耶 馬 渓 17時 耶馬溪支所前 ２２時１５分 

山  国 16時 40分 山国支所前 ２２時３０分 

申し込みについて（共通） 
◆対象：市内在住者(※1) 

◆申込方法：FAX・郵送・持参 のいずれか（様式自由） 

 →利用者の①人数 ②名前 ③郵便番号・住所 ④乗車場所 ⑤連絡先 ⑥祭り（例:中津祇

園）を記入の上、お申し込みください（グループの場合は代表者の記入のみで構いませ

ん）。 

◆申込期間：7月 1日（日）～7月 20日（金）（必着） 

※ 定員を超えた場合は抽選をいたします。後日、ご乗車いただける方に案内文をお送り

させていただきます（グループの場合は代表者へ郵送）。 

【注意事項】 

※１ グループでご利用いただく場合、市内在住者が 1名いらっしゃれば、市外の方もご利

用いただけます。 

○バスは時間になると出発しますので、出発時刻前までに所定の場所に集合をお願いしま 

 す。 

◆申込先：【郵送】〒871-8501 中津市豊田町 14-3 中津市役所観光推進課  

     【FAX】0979-24-4020 

     【持参】観光推進課または各支所地域振興課 

※ 電話でのお申し込みは、受け付け出来ません。  お祭りを満喫していただき、“中津祇園”“耶馬溪湖畔祭り”の 

盛り上がりや楽しさを、口コミや SNSでぜひお広めください。 



中津市役所 観光推進課あて 
「中津祇園」および「耶馬溪湖畔祭り」無料送迎バス申込書  

※➀～➅に必要事項をご記入ください。 
➀ 利用するバスに○をつけてください。（両方も可） 

・中津祇園   7 月 28 日（土） 
・耶馬溪湖畔祭り 8 月 12 日（日） 

➁【乗車場所】（中津祇園往復バスを利用される方のみ）  三光 ・ 本耶馬渓 ・ 耶馬溪 ・ 山国 
➂ 人数     人 
➃ 氏名（代表者名）        
⑤ 住所      〒                        
➅ 連絡先（携帯電話など）          
※FAX・郵送・持参にてお申込みください。 

申込締切：7 月 20 日（金）【必着】 
【郵送先】〒871-8501 

中津市豊田町 14-3 中津市役所観光推進課 
【ＦＡＸ】０９７９－２４－４０２０ 
【持 参】観光推進課 または 各支所 地域振興課 
 



写真

ビンの中の水族館

ボトリウム教室開催

ボトルアクア教室

・ボトルアクアとは

・管理方法

・実技

★参加料：￥1,300

※数人で１つのボトリウムを作る場合は２人目から500円

★定員：各日30組（ボトル１つで１組。先着順）

★場所：道の駅なかつ 情報休憩室

お申込み・お問い合わせ先
地域おこし協力隊 梅田尋平

TEL 080-8950-7959

講師： 地域おこし協力隊

梅田尋平

顔写真

ボトリウム教室

第１回
7月29日（日）
14:00～16:00

・ボトリウムとは

・管理方法

・実技

ボトリウム教室

第2回
8月5日（日）
14:00～16:00

・ボトリウムとは

・管理方法

・実技

写真


