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中津市 10月～11月のイベント情報について 

 

◎明治維新１５０年記念事業 福澤記念館企画展 

 『学問のすゝめ』のヒミツ ～郷里中津と小幡篤次郎～ 

期間：10月 6日（土）～11月 25日（日） 

場所：福澤記念館２階展示室（中津市留守居町） 

料金：高校生以上 400円、小中学生 200円 

内容：「学問のすゝめ」をキーワードに、中津市学校にまつわる資料や同著者である小幡

篤次郎に関する資料を取り上げ、本書が生まれた背景や中津との関係性を紐解きま

す。また先日発見された「学問のすゝめ」初版本も展示します。開催期間中の 10月

21 日と 11 月 11 日には午前 11 時と午後 2 時からギャラリートークを予定しており、

多くの方のご来館をお待ちしております。 

問合先：公益財団法人福澤旧邸保存会（0979-25-0063） 

 

◎今津恵比須神社の秋季大祭  → ※台風のため 1日順延になりました。 

期日：10月 6日（土）・7日（日）・8日（月） 

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：観光推進課（0979-22－1111・内線 391） 

 

◎あきんど市場  → ※台風のため中止になりました。 

■日時 10月 6日（土）15時～18時 

■場所 日ノ出町商店街 

■内容：「あきんど市場」は中心市街地商店街に活気を取り戻し、「商いの都中津」の復活

を目的に、日ノ出町商店街で年５回開かれます。商店街にずらりと並んだ臨時の売

り場では家族連れなど多くの人でにぎわいます。 

    今回は、国民文化祭のリーディング事業「なかつ水灯り 2018」に合わせて時間を

変更し、15時からスタートします。「なかつ水灯り 2018」では、髙橋匡太氏による

ライティングプロジェクト「Moon River」をお楽しみいただけます。17 時から商

店街に展示したボトルメールによる「光の川」の点灯式が行われ、点灯に合わせて

「みんなで乾杯！」をしますので、ぜひお越しください。なお、16時からイベント

本部でドリンク無料チケットを配布します。(先着 100名様) 

■問合先 商工振興課（☎0979－22－1111・内線 421）  

 

◎箭山神社神幸祭  

日時：10月 7日（日）神事７時 30分、御発ち 8時 

場所：箭山神社遥拝所（三光田口）～神事場（三光森山） 

内容：五穀豊穣・家内安全を願う「箭山神社神幸祭」が開催されます。神輿（３体）と傘

ぼこ（４基）が箭山神社遥拝所を御発ちし、山口地区を練り歩き、無病息災を願い
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ます。森山の神事場では踊りや伝統芸能の公演などが行われます。 

問合先：三光支所地域振興課（0979-43-2050） 

 

◎豊前の国 観月 中津 城あかり  

期日：10月 13日（土）・14日（日） 

場所：中津城二ノ丸公園周辺ほか 

内容：中津城のまわりに約２万個の紙とうろうを設置し、幻想的な地上絵を描きます。ス

テージイベントや出店もあり、14日には花火も打ち上がります。 

問合先：ステージ中津 491（0979-23-1820） 

 

◎世界アルツハイマーデー記念講演会  

日時：10月 13日（土）13時～15時 

場所：中津市教育福祉センター 

内容：講師に公益社団法人認知症の人と家族の会顧問の、髙見国生先生を迎えて、「介護

家族が話し合うことの大切さ～認知症になっても暮らしやすい社会に～」を演題に

お話ししていただきます。介護家族の気持ちや繋がりの大切さを学ぶことで、更な

る支援の輪が広がっていくことを期待しています。 

問合先：介護長寿課（0979-22-1111・内線 736） 

 

◎耶馬渓秋フェス 

日時 ： 10月 13日（土）10時～15時 30分 

場所 ： 耶馬渓橋周辺（中津市本耶馬渓町曽木） 

内容 ： 耶馬渓の復興を願って、耶馬渓橋周辺で物産、グルメマーケットの出店やステー

ジイベントをおこないます。愛する地元の無災害・復興の願いを込めて耶馬渓橋よ

り「願い紅葉流し」祈願もおこないます。 

問合先：中津市しもげ商工会 0979-54-2073   

 

◎第 21回 八面山アタック  

日時 ： 10月 14日（日） 8時 40分～14時（受付 8時～） 

場所 ： 八面山（三光田口） 

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。 

※出場申込み締切は 9月 15日のためイベント開催のお知らせです 

問合先：チームなかつのすゝめ八面山アタック実行委員会（090-8768-8638） 

 

◎三光コスモス祭り  

日時 ： 10月 14日（日）～11月 4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 ： 八面山の裾野、三光下田口・成恒の水田 16ヘクタールに 3000万本のコスモスが

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
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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。

開催期間中は農産物や特産物の販売、歌やダンスなどのステージイベント（土・日・

祝）が行われます。 

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（0979-43－2050） 

 

◎北九州－中津ウオーキング大会 2018  

日時 ： 10月 20日（土） 7時 30分～19時頃 

場所 ： 北九州市～中津市中央公園グラウンド 

ロングコース  54km：7時 30分スタート（ミクニワールドスタジアム北九州） 

ミドルコース  34km：9時スタート（苅田町役場） 

ショートコース 7km：13時スタート（宇島港緑地） 

料金 ： ロングコース  54km：3,000円 

ミドルコース  34km：2,000円 

ショートコース 7km： 500円 

  ※当日申込は参加料各 500円増 ※小学生以下無料 

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、北九州市をスタ

ートし、ゴールの中津市中央公園グラウンドを目指します。歩く距離に応じて、ミ

クニワールドスタジアム北九州をスタートする 54 km のロングコース、苅田町役場

をスタートする 34 kmのミドルコース、宇島港緑地をスタートする 7 kmのショート

コースの 3 つのコースがあり、ウオーキング初心者の方でも安心して参加いただけ

ます。 

※参加申込み締切は 10月 5日（金）までです。 

問合先：北九州－中津ウオーキング大会実行委員会（093-582-5510） 

 

◎楽市楽座 楽農文楽あきまつり  

期日 ： 10月 20日（土）・21日（日） 

場所 ： 蛎瀬、豊後町、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。骨董市、縁日広場、はがき絵コンクールなどまち

の人々が手作り企画を多数用意しています。ぜひ、秋の一日を楽一通りでお過ごし

ください。 

問合先：楽一通り・夢サミット（0979-24－3901）（武庵花福） 

 

◎第 8回豊後街道まちなみはがき絵コンクール  

期日 ： 10月 20日（土）・21日（日） 

場所 ： 豊後街道一円(蛎瀬～豊後町～桜町～塩町) 

内容 ： 「楽農文楽あきまつり」の会場で、「はがき絵コンクール」を開催します。当日の

まちなみや神楽の様子をはがきサイズの紙に描いてポストに投函してください。参
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加者全員に素敵な参加賞があります。 

応募締切：10月 29日(月)(当日消印有効) 

問合先：まちづくり推進室内 豊後街道まちなみはがき絵コンクール事務局 

（0979-22-1111・内線 241） 

 

◎第 1回中津駅元気まつり  

日時 ： 10月 21日（日）11時～ 

場所 ： 中津駅 

内容 ： 中津市の陸の玄関口である中津駅の構内で「地域の元気を!!」を目的に、中学生

による吹奏楽の演奏や餅まきなどのイベントのほか、中津からあげをはじめとした

県内のご当地グルメが出店します。 

問合先：中津駅 0979-22-5361   

 

◎第 7回やばけいアンファンマルシェ  

日時 ： 10月 21日（日）10時～ 

場所 ： 耶馬溪支所前駐車場（中津市耶馬溪町大字柿坂 138-1） 

内容 ： 子どもたちを主役として、親子で地域の方々との交流を目的とするイベント。今

年は育児相談コーナー、フリーマーケット、ステージ発表、作品展示、日本遺産クイ

ズ、仮装大会やシャボン玉と風船を飛ばす催しを予定しています。 

問合先：アンファンマルシェ事務局（080-6410-7656）（矢野） 

 

◎犬丸天満宮御神幸祭（大名行列）  

日時：10月 21日（日）16時発 

場所：犬丸天満宮（中津市犬丸） 

内容：菅原道真公を祀る犬丸天満宮で、300 有余年の歴史と伝統を誇る御神幸祭（大名行

列）が行われます。本殿前での祭典に続き、挟箱、毛槍、3基の傘鉾、御神輿の順に

並んだ行列が、犬丸天満宮を出発し、道真公が九州で初めて上陸したとされる「菅

公御着船旧蹟」（石碑の場所）を経由して、御旅所までの道程（約 3ｋｍ）を練り歩

きます。 

問合先：犬丸天満宮 副宮総代（090-8306-1804）（中尾） 

 

◎リユース！フリーマーケット ～ワクワク夢市場～   

日時 ： 10月 21日（日） 10時～13時 

場所 ： ダイハツ九州アリーナ 

内容 ： 10 月は「３R（リデュース・リユース・リサイクル）推進月間」です。リユース

（再使用）の推進を目的としたフリーマーケットが開催され、会場では約 100 店舗

の出店があります！掘り出し物が見つかるかもしれませんので、みなさんこの機会

にぜひお越しください！！ 

※雑がみ（お菓子の箱や食品の箱など）１つと、上履き・くつ袋をご持参ください。 

問合先：清掃課（0979-24-5374） 
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◎チャレンジ! The耶馬三城  

日時 ： 10月 28日（日） 8時 30分～（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：約 10.5km所要時間：約 3時間 

②一ツ戸城址コース：約 15.5km＋登山（標高 347m）所要時間：4時間  

③長岩城址コース：一番険しい長岩城址のトレッキング 

 【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（金）～10月 17日（水） 

問合先：耶馬溪支所地域振興課（0979-54－3111） 

 

◎第 10回耶馬溪観光秋まつり  

日時 ： 10月 28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 ： チャレンジ! The 耶馬三城」と同時開催します。紅葉真っ盛りの耶馬溪で、秋の

恵みを楽しむイベントです。ステージイベントや地元物産の出店などでおもてなしを

行います。 

問合先：耶馬溪支所地域振興課（0979-54-3111）  

 

◎耶馬渓ライトアップ  

期間 ： 10月 27日(土)～11月 25日（日） 

時間 ： 17時～21時 

場所 ： 溪石園、深耶馬溪ひさしもみじ 

内容 ： 耶馬渓の紅葉時期にあわせて渓石園、深耶馬溪ひさしもみじのライトアップを行

います。ライトアップにより美しく浮かび上がる幻想的な空間をお楽しみください。 

問合先：（一社）中津耶馬渓観光協会（0979-64-6565） 

 

◎やまくにかかしワールド  

期間 ： 10月 28日（日）～11月 25日（日）  

場所 ： 山国地域内各所 

内容 ： 色づいた山々と稲刈りが終わった田んぼに作られたかかし。童謡が似合うノスタ

ルジックな空間を生み出し、訪れる人々を子どものころのふるさとに誘います。山国

のかかしは顔を書いていないのが特徴で、見る人の想像にお任せするのが製作者の思

いです。各所で様々な世界観が楽しめます。 

問合先：山国支所地域振興課（0979-62－3111） 

 

◎中津大貞八幡菊花展  

期間 ： 11月 1日（木）～10日（土） 

場所 ： 薦神社（中津市大字大貞） 
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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。境内地では多くの菊の花が咲き誇り、訪れる方々を魅了

します。本格的な秋の訪れを告げる「中津大貞八幡菊花展」へぜひお越しください。 

問合先：大貞八幡宮薦神社（09979-32－2440） 

 

◎2018オリンピックデーラン中津大会  

日時 ： 11月 11日（日）開会式 9時 30分～（受付 8時～） 

場所 ：大貞総合運動公園野球場（荒天時：中津市総合体育館） 

料金：一人につき 300円（大人・子ども同額） 

内容 ： オリンピアンとのジョギング（２km）等を通じて、オリンピックを身近に感じて

頂くイベントです。今年は体操の田中和仁さんやウエイトリフティングの三宅宏実

さん他が参加します。全員に「オリジナル T シャツ」等の参加賞もありますので、

詳細はお問合せください。 

※申込期限：10月 26日（金）／定員：1,000名（先着順） 

問合先：オリンピックデーラン中津大会実行委員会事務局（0979-22-1111・内線 472） 

 

◎第 14回深耶馬ウォーク  

日時 ： 11月 11日（日） 9時～（受付 8時） 

場所 ： 折戸温泉（中津市耶馬溪町深耶馬） 

料金：大人８００円、小・中学生３００円 

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） 

 

◎日本遺産「馬溪翁の町平田集落」を巡るスタンプラリー  

【日本遺産平田集落を巡るスタンプラリー】  

期間 ： 11/16（金）～11/25（日） 

場所 ： 平田集落（中津市耶馬溪町大字平田） 

内容 ： 5 箇所の日本遺産スタンプを集めた方には、特賞 5kg、あたり 1kg の耶馬溪新米、

はずれた方にも参加賞ありの空クジなしのお楽しみ抽選会に参加できます。 

【久福寺おもてなし茶屋】  

期間 ： 11/16（金）～11/25（日） 

場所 ： 平田集落（中津市耶馬溪町大字平田） 

内容 ： 中津からあげ、地元産野菜を使ったてんぷらの販売や、つきたて餅の販売。もち

つきの実演。田舎定食の販売を行います。 

【日本遺産「馬溪翁の町平田集落」を巡るツアー（週末限定）】 

日時 ： 11/17（土）～11/18（日）、11/23（金）～25（日） 

      ①10：00～、②13：00～ 

場所 ： 平田集落（中津市耶馬溪町大字平田） 

料金 ： 大人 1,500円、子ども 800円、未就学児 無料 
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内容 ： 奈良時代に開かれた良縁成就のお寺、久福寺を中心に日本遺産にも認定された平

田集落でスタンプラリーや茶屋を開き観光客のおもてなしを行います。 

問合先：久福寺保存会（0979-54-2809） 

 

◎八面山もみじウォーク  

日時 ： 11月 18日（日）出発 9時 30分（受付 9時～） 

場所 ： 八面山 

料金 ： 大人 1,000円、子ども（小学生以下）800円 

内容 ： 秋の八面山を歩いてみませんか？約 4.5ｋｍ、所要時間約 2時間の初心者でも参加

しやすいウォーキングイベントです。電話で申し込み後、申し込み用紙を提出して

ください。 

申込受付期間 11月 5日～12日 

問合先：三光支所地域振興課（0979-43-2050） 

◎奇才・スガダイローが中津市山国に再び臨む！  

日時 ： 11月 23日（祝）14時 30分会場 15時開演 

場所 ： 中津市山国町守実 130番地 コアやまくにシアター 

料金 ： 一般 2,500円、小学生以下 1,000円（全席指定、消費税込、当日 500円増） 

内容 ： ジャズ界に新風を巻き起こす日本屈指のフリージャズ・ピアニスト、スガダイロ

ー。残像が見えるほどのスピードで鍵盤を叩く、ため息が出るほどの超絶技巧。そ

の粗暴ともいえる演奏スタイルに相反する美しくクリアな音色。時に慎重に音を反

芻し、時に奔放に音と遊ぶ、もはやジャズではない、“スガダイロー”というジャン

ル。誰もがその演奏に圧倒され、次々に溢れ出る音の響きに魅了されてしまいます。 

    昨年 11 月に「坂田明とスガダイロー」としてコアやまくににて、初ライブ。圧

倒的なパフォーマンスで、聴く人の魂を振るわせ、鷲掴みにしました。本年はスガ

ダイロー単独ライブとして、コアやまくにのスタンウェイを叩きます。新たなスガ

ダイローの魅力を存分にご堪能ください!! 

問合先：一般財団法人 コアやまくに（0979-62-2140） 

 

◎コアやまくにアイススケートオープン  

期間 ： 11月 23日（祝）～3月 3日（日） 

場所 ： 中津市山国町守実 130番地 コアやまくにスケートリンク 

内容 ： 豊かな自然に抱かれた複合施設のスケートリンクは風を切って滑る屋外ならでは

の爽快感が魅力。館内には軽食が食べられるカフェ、徒歩直ぐの場所に温泉もあり、

のんびり過ごすことが出来ます。開催期間中は各種イベントも開催されます。 

問合先：一般財団法人 コアやまくに（0979-62-2140） 


