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中津市 7月～8月のイベント等情報について 

 

◎中津名物はもフェア  

■日時 7月 1日（月）～ 9月 30日（月） 

■場所 中津市内鱧料理提供店 

■内容 中津名物“はも”が主役のスタンプラリー「中津名物はもフェア」を開催します。

鱧料理（1,000 円以上）を食べて、スタンプをもらい、城下町周辺の宿泊割引券を

ゲットしよう！応募用紙に必要事項を記入して、各店舗に設置してある応募箱に投

函してください。 

■問合先 （一社）中津耶馬渓観光協会 （TEL：0979-64-6565）  

 

 

◎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 20日（土）～ 9月 1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） 

 

 

◎中津市木村記念美術館企画展「心のままに―俳人井泉水と陶工北朗―」  

■日時 7月 20日（土）～ 9月 2日（月）9時～17時(入館は 16時 30分まで) 

■場所 中津市木村記念美術館 

■料金 一般 200円、高校生・大学生 100円、中学生以下無料 

■内容 全国的に活躍した俳人荻原
おぎわら

井泉水
せいせんすい

と陶芸家内
うち

島
じま

北朗
ほくろう

を取り上げた企画展です。 

井泉水は俳句雑誌『層雲』の創刊者、北朗はその発刊を井泉水から受け継ぎました。

二人は俳句仲間をたずねて中津に訪れており、俳画や書を中心にその作品が市内に

多く残されています。心に想うことをそのまま表現することをめざした二人の作品

をお楽しみください。期間中、8 月 3 日(土)、18 日(日)14 時からは美術館学芸員に

よる申込不要のギャラリー・トーク(展示解説)を行います。 

また、8 月 25 日(日)13 時 30 分からは、俳画制作のワークショップを開催します。

こちらは事前申込が必要ですので、美術館までお申込みください。 

■問合先 中津市木村記念美術館 （TEL：0979-22-7767）  
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◎中津祇園  

■日時 7月 26日（金）～28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。 

■問合先 観光推進課（☎0979－22－1111・内線 391.392）  

 

 

◎中津市民花火大会  

■日時 7月 26日（金） 20時～ 

 （荒天時 7月 28日（日）へ延期） 

■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 5,000 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（TEL：0979-22-1111・内線 391.392）  

 

 

◎宮園楽（かっぱ祭り）  

■日時 7月 29日（月） 

■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（TEL：0979-56-2309）  

 

 

◎商店街とうろう夜市  

■日時 8月 9日（金） 17時～20時 

■場所 日の出町商店街、新博多町商店街 

■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、「寺町とうろう祭り」と同日開催します。 

■問合先 白十字薬局（TEL：0979-24-3800）  
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◎寺町とうろう祭り  

■日時 8月 9日（金） 18時～ 

■場所 小とうろう設置場所（寺町周辺） 

お祭り広場（福澤旧居駐車場） 

■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、幻

想的な真夏の夜を迎えます。周辺の 7つのお寺では「七観音参り」が行われています。

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。 

■問合先 （一社）中津耶馬渓観光協会（TEL：0979-64-6565）  

 

◎「山の日登山」ふるさとの山に登ろう in中津・八面山  

■日時 8 月 11 日（日）9：00～ 

■場所 八面山 

■内容 山の日にちなんだ行事として、山の日制定の趣旨である「山に親しむ機会を得て山

の恩恵に感謝する」ことの浸透を図ることを目的とし、あわせて山を愛し、自然を愛

し、山と自然とのふれあいを大切にするとともに、健康づくりにつなげる行事として

一般参加者を対象とした登山会を実施します。野外音楽堂～箭山神社～山頂（しょう

けのはな）～天空の道展望所を巡るコースで現地解散となります。 

■問合先 日本山岳会東九州支部（☎0977－21－3437） 

 

◎やまくに Genryu夏祭り 2019  

■日時 8月 11日（日）17時～ 

■場所 中津市しもげ商工会山国支所前特設会場 

■内容 中津市山国町の夏の風物詩である「やまくに Genryu夏まつり」が今年も開催されま

す。地域住民を中心としたグループによるステージイベントや地元地域おこしグルー

プによる多数の出店のほか、打ち上げ花火とレーザーショーの競演を企画しています。 

■問合先 やまくに GENRYU会事務局(中津市しもげ商工会山国支所内)（TEL:0979-62-2683） 

 

 

◎第 37 回耶馬溪湖畔まつり  

■日時 8月 12日（月・振）15時～22時 

【花火大会】20時 30分～ 

■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。 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

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（0979-22-1111・内線 392）まで。7/31〆切） 
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◎禅海くんのミニ縁日  

■日時 8月 17日（土） 10時～15時（荒天中止） 

■場所 青の洞門公共駐車場 

■内容 ミニ縁日（わなげ・ヨーヨー釣り・わたがし等） 

    地元小中学生等によるステージ発表も行います。その他にもカヌー体験、流しソー

メンなどをご用意しています。 

    ※入場料無料です。 

■問合先 禅海ふるさとまつり実行委員会事務局（TEL：0979-52-2500）  

 

◎漁師さんの朝市  

■日時 8月 18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）  

 

◎2019日韓中親善水上スキー・ウェイクボード選手権大会  

＊第 19 回ウエストジャパンオープンウォータースキートーナメント大会と同時開催 

■期間 8 月 23 日（金）～25 日（日） 

■場所 耶馬溪アクアパーク 

■参加選手 30 名（日韓中各国 10 名予定） 

      水上スキー部門各国 6 名予定（男子 4 名・女子 2 名） 

      ウェイクボード部門 4 名予定（男子 2 名・女子 2 名） 

■競技種目 水上スキー（スラローム・トリック・ジャンプ） 

■問合先 耶馬溪支所地域振興課（TEL：0979-54-3111・内線 249）  

 

◎第 19 回ウエストジャパンオープンウォータースキートーナメント大会  

＊2019 日韓中親善水上スキー・ウェイクボード選手権大会と同時開催 

■期間 8 月 23 日（金）～25 日（日） 

■場所 耶馬溪アクアパーク 

■参加選手 70 名（予定）･･･日本水上スキー・ウェイクボード連盟競技会員 

■競技種目 水上スキー（スラローム・トリック・ジャンプ） 

■問合先 耶馬溪支所地域振興課（TEL：0979-54-3111・内線 249）  

 

◎鶴市花傘鉾祭  

■日時 8月 24日（土）・25日（日） 

【花火大会】8月 25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（TEL：0979-22-1111・内線 391.392）  
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◎千本づきフェスタ 

■日時 8月 31日（土）17時～ 

■場所 旬菜館駐車場 

■内容 耶馬溪の盆踊りは千本づきで始まり、千本づきで終わります。地元保存会の盆くど

きでは、会場の皆さんも参加して、会場いっぱいの大きな円ができ、馴れた様子で上手

に踊る人や、知らない踊りを見よう見まねで踊る人など、それぞれに伝統文化である盆

踊りを楽しんでいます。 

■問合先 耶馬溪支所地域振興課（TEL：0979-54-3111） 

 

 


