
 10月6日(土)より、いよいよ「第33回国民文化祭・おおいた2018、第18回全国障害者芸術・文化
祭おおいた大会」が始まります。期間中、中津市で行なわれるイベントをまとめてご案内します。 

■「なかつ水灯り２０１８」  平成30年10月6日（土）～11月25日(日) 

～リーディング事業～ 

○開会式：10月6日（土）10時～ 小幡記念図書館研修室 
 

  オープニングアトラクション     ややま園、もみじ園利用者による演奏 
  １．開会のことば 
  ２．主催者あいさつ 
  ３．来賓あいさつ 
  ４．閉会のことば 
  ５．内覧会     障がい者アート作品展 → 中山忠彦展 → 国東時間のモノづくり 
              → 北村直登展 → 日ノ出町商店街「ムーンリバー」 
 

 ～国民文化祭、全国障害者芸術・文化祭、中津市開催事業～ 

○髙橋匡太によるライティングプロジェクト  
★ 「ムーンリバー」  
  10月6日（土）～11月25日（日）17時～22時 （会場：日ノ出町商店街ほか） 
 
 ☆「ムーンリバー」の点灯 
   日時：10月6日（土）17時～  
   場所：日の出町商店街 
    
 ☆オープニング記念イベント（申込不要、無料） 
   日時：10月13日（土） 17時～19時 
   場所：日の出町商店街 特設会場 
   参加作家：高橋匡太、石松佳、藤倉めぐみ、松田朋春、三角みづ紀 
    オープニング式典とともに、記念イベントとして参加詩人による本プロジェクトのための 
   書き下ろした詩の朗読をおこないます。 
 
 ☆ワークショップ「ボトルメールをつくろう！」 （申込不要、無料） 
   日時： 10月13日（土）、 10月27日（土）、 11月17日（土） 15時～19時 
   場所：日の出町商店街アーケード内 
    どなたでも手紙を書いてボトルメールをつくることができます。つくったボトルメールは 
   商店街に展示され、かわりにまだ見ぬ 「みらいのともだち」が書いた手紙を受け取る 
   ことができます。 



○まちなかアートプロジェクト 
  10月6日（土）～11月25日（日） 9時～17時 火曜日休館 
 
  ★ 「障がい者アート作品展」 
     会場：小幡記念図書館研修室 無料 
      中津市を含む周防灘地域を中心に、障がいのある方の創作したアート作品を公募・ 
     展示する作品展です。水・川・森・山・自然など「水の森」をイメージさせる作品と自由 
     テーマの作品の全124作品を展示します。 
      自由な発想と、豊かな個性が創り出す作品をお楽しみください。 

 
 
  ★ 「中山忠彦展－美の追求－」  
     会場：木村記念美術館 有料（一般200円、中学生以下無料） 
      中津ゆかりの洋画家中山忠彦を取り上げた企画展。写実表現で美を追求する画家 
     の初期から近作までを展示、その画業をご紹介します。会期中にはギャラリートーク 
     等の関連イベントも開催予定です。 
   ☆アーティストギャラリー・トーク （申込不要、要入館料・観覧券） 

       日時：11月22日（木） 14時30分～15時30分 
 
 
  ★ 「国東時間のモノつくり －ヒトノカタチノモノノイロ－ 」  
     会場：南部まちなみ交流館 無料 
      国東半島に拠点を構え活動する国東時間（旧アキ工作社）によるダンボールクラフ 
     トの展覧会を開催します。国東時間ならではのモノづくりをお楽しみください。会期中 
     には、親子で作るダンボールクラフトのワークショップがあります。 
   ☆ワークショップ（要事前申込・親子10組・無料）日時：11月11日（日） 10時～ 
 
 
  ★ 「北村直登＋ATELIER WORKS」 
     会場：商店街空き店舗（旧ササキ文具店） 無料 
      福岡県出身で、現在は大分市を拠点に活動する北村直登と、彼が主宰する 
     「NAOTO KITAMURA ATELIER」で活動する画家、江藤シオと福田勇佑の3人の作品 
     が一堂に会する企画展。個性あふれる作品をご覧ください。会期中には、手を使って 
     キャンパスに絵を描くワークショップがあります。 
   ☆ワークショップ（申込不要・無料） 日時：11月3日（土） 10時～ 随時受付  
 

  ★ 耶馬渓ライトアップ 「新・一目八景」 

    11月10日（土）～11月18日（日）17時～22時 （会場：深耶馬溪 一目八景展望台付近） 
 
    耶馬渓に住む中高生と協働してのライトアップ。中津市の代表的な景勝地・一目八景 
  の奇岩に、中高生が新たな名を与え、光を灯して景色を変容させます。紅葉が美しい季節 
  に、新たな視点で描かれる耶馬渓の「新・一目八景」をお楽しみください。 



■ミュージカル「山国川奇譚 鶴市愛歌」 
 日時：11月18日（日）14時～16時（開場：13時）  
 会場：中津文化会館  
 入場料：一般1,200円（当日1,500円）、高校生以下800円（当日1,000円） 
      ※チケットは好評につき完売いたしました。当日券の販売もありません。 
    山国川流域に伝わる「八幡鶴市神社縁起」のお鶴と市太郎母子の物語を、市民 
  参加型のオリジナルミュージカルとして上演します。 
  【脚本・演出】 德満 亮一 氏 
  【配役】 市太郎（8歳） 役 ： 倉迫 諄 さん（小学生） 

        市太郎（13歳） 役 ： 山口 梨央 さん（高校生） 
        お鶴 役 ： 玉井 綾乃 さん 
        湯屋弾正基信 役 ： 宝阪 賢司 さん 

※各イベントの詳細については、チラシやホームページ等でご確認ください。 

■小倉百人一首競技かるた全国大会 
 日時：10月27日（土） 8時30分～19時 、10月28日（日） 8時30分～17時 
 会場：ダイハツ九州アリーナ 入場無料 
    百人一首競技かるたの全国大会として、47都道府県と海外2チーム 
   （中国、フランス）の全49チーム対抗の団体戦を開催。約400人の選手 
   が、トップレベルの戦いを繰り広げます。 
  【大分県選手団】 
  監督兼主将  楠木 早紀 さん（豊前市教職員） 
           石谷 あさひ さん（大学生） 
           桐原 志帆 さん（大学生） 
           松本 ゆり子 さん（大学生） 
           半田 菜々子 さん（大学生） 
           足立  渉 さん（大学生） 
           吉田 悠平 さん（中津市職員） 

■九州人形芝居フェスティバル 
 日時：10月21日（日）10時～17時  
 会場：中津文化会館 入場料：500円 
 チケット販売所：中津文化会館（TEL：0979-24-1155） コアやまくに（TEL：0979-62-2140） 
            中津商工会議所（TEL：0979-22-2250） ウサノピア（TEL：0978-33-3100） 
            ローソンチケット（TEL：0570-084-008） チケットぴあ（TEL：0570-02-9999） 
 特別出演：人形浄瑠璃 文楽（ユネスコ無形文化遺産） 
 出演団体：唐津人形浄瑠璃保存会（佐賀県）  今津人形芝居保存会（福岡県） 
        勝浦人形浄瑠璃保存会（福岡県）  皿山人形浄瑠璃保存会（長崎県） 
        千綿人形座サポーター（長崎県）  清和文楽人形芝居保存会（熊本県） 
        北原人形芝居保存会（大分県） 
    九州各地の伝統芸能の人形芝居・浄瑠璃団体が一堂に。人形浄瑠璃 文楽の 
   上演や作家による創作人形展示も同時開催します。 
 
 【同時開催】人形美術協会による創作人形展示 10月20日（土）、21日（日）開催 

～分野別事業～ 
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障がい者アート作品展（障害者芸術・文化祭事業）について 

 

○障がい者アート作品展（10/6～11/25、小幡記念図書館） 

 中津市を含む周防灘地域を中心に、障がいのある方の制作したアート作品を

公募・展示する作品展です。水・川・森・山・自然など、地域のゾーンテーマ

である「水の森」をイメージさせるような作品と自由テーマの作品を募集し、

文化祭の期間中、小幡記念図書館で展示します。（応募件数は１２０点以上） 

 作品展初日 10/6（10 時～）と 10/31（10：30～）には、同会場で障がい者に

よるミニ音楽会も企画しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～関連イベント～ 

○「原野彰子」絵手紙展（10/15～10/26、市役所１階市民ホール） 

 中津市出身で、別府市を中心に活動している絵手紙作家の原野彰子氏と生徒

さんの作成した絵手紙を市役所１階市民ホールに展示します。 

 原野氏は幼い頃に脳性小児麻痺を患い、車いす生活ながら、自ら車を運転し、

県内各地で絵手紙を教えている活動的な方です。 

 また、11/11の社協主催「第１０回みんなのふくしまつり」（10：00～14：00、

教育福祉センター）では、原野彰子さんによる絵手紙ワークショップも行いま

す。 

 

○中津市障がい者ふれあいコンサート（10/24 13：30～、教育福祉センター） 

 市内の障がい者の方々による演奏や合唱、手品などを予定。特別ゲストとし

て熊本を中心に活動している寝たきりのお笑い芸人あそどっぐ氏によるお笑い

ライブなどもあります。 

 

○映画鑑賞（10/27 13：00～、教育福祉センター） 

 鹿児島の知的障がい者施設しょうぶ学園の日常を描いたドキュメンタリー

「幸福は日々の中に。」を上映。入場無料。 
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■応援事業  

○いずみの園フェスタ（10/13 10：00～14：00、いずみの園） 

 今年は中津支援学校音楽部にも出演してもらいます。障害者施設による出店

も多数あります。 

 

○第１０回みんなのふくしまつり（11/11 10：00～14：00、教育福祉センター） 

 障がい関連の企画として原野彰子さんによる絵手紙ワークショップ、手話や

点字の体験、障害者施設による出店 など 

 

【問合先】           

   社会福祉課 担当：黒川  

（TEL0979-22-1111 内線 296） 
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スケジュール一覧   

【問合先】  
 国民文化祭、障害者芸術・文化祭中津市実行委員会 
 （社会教育課内）担当：吉川（TEL：0979-22-4942） 


