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中津市 10月～11月のイベント等情報について 

◎秋の中津耶馬渓特別限定バスツアー  

■日時 10 月 3 日（木）～21日（月） 

    ショートコース 3日（木）、6日（日）、10日（木）、13日（日）、14日（月）、 

            20日（日）、21日（月） 

    ロングコース  5日（土）、12日（土）、19日（土） 

■場所 中津市、玖珠町 

ショートコース 13：00中津駅→中津城→薦神社→オランダ橋・青の洞門→道の駅 

なかつ（軽食）→16：40中津駅 

ロングコース  10：00中津駅→青の洞門→一目八景（昼食）→旧豊後森機関庫 

公園→道の駅なかつ→15：00中津駅 

■内容 日本遺産にも認定された耶馬渓。ご好評に応え、今春に続きバスツアーを実施いたし

ます。バス内だけでなく、各立ち寄り先でもガイドが付くので、中津のビギナーでも

リピーターでも、どちらの方でも楽しめます。ショートコースは、市内の観光地をコ

ンパクトに回るコースです。ロングコースは、同じく日本遺産に認定されている玖珠

町まで足を延ばすコースです。 

中津駅発着ですので、JRご利用の方におすすめ♪ 

車の運転に不慣れだけど観光したいという方も、ぜひ♪ 

どうぞお気軽にご参加ください。 

■料金 ショートコース 3,000円（1～20名） 

ロングコース  5,000円（1～20名） 

■申込締切 両コースとも、各回の前日 17：00まで 

■申込・問合先 （一社）中津耶馬渓観光協会（☎0979－64－6565） 

 

◎江戸時代の風情が残る建物で学ぶ生け花体験  

■日時 10月 5日（土）、6日（日）、14日（月・祝）13時 30分～15時 

■場所 南部まちなみ交流館（中津市 1828 番地(諸町) ） 

■内容 今年はラグビーワールドカップ 2019日本大会が開催され、九州でも大分・福岡・熊本

で試合が行われるため、多くの外国人旅行客が訪れることが予想されます。 

そんな方々に日本の文化を体験して頂くために、江戸時代の風情が残る南部まちなみ

交流館で、生け花が体験できるプログラムをご用意いたしました。もちろん、日本の

方でもお気軽にご参加できます。 

■料金 2,000円（各日～10名まで） 

■申込締切 各回 3日前の 17：00まで 

■申込・問合先 （一社）中津耶馬渓観光協会（☎0979－64－6565）担当 久保・奥村 

 

◎漁師さんの朝市  

■日時 10月 6日、20日（日） 7時～ 

■場所 小祝漁港 

■内容 今年 8 月から毎月 2 回、第 1・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 林業水産課（☎0979－22－1111・内線 407） 
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◎斧立八幡神社神幸祭  

■日時 10月 6日（日） 

■場所 斧立八幡神社（三光臼木）～真坂地区一円 

■内容 神輿 1体と傘鉾 4基が斧立八幡神社を出発して、真坂地区と諌山集落を練り歩き、五

穀豊穣と家内安全を願います。 

■問合先 三光支所地域振興課（☎0979－43－2050） 

 

◎箭山神社神幸祭  

■日時 10 月 6 日（日） 

■場所 箭山神社遥拝所（三光田口）～神事場（三光森山） 

■内容 神輿 3 体と傘鉾 4 基が箭山神社遥拝所を出発して、山口地区を練り歩き、無病息災を

願います。 

■問合先 三光支所地域振興課（☎0979－43－2050） 

 

◎第 2回中津駅元気まつり  

■日時 10 月 6 日（日） 10時 30分～15時 30分 

■場所 中津駅構内・北口・南口 

■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。また今年は、南極の氷に触ることができたり、ミニ SL

も登場し無料で乗車できます。 

■問合先 中津駅（☎0979－22－5361） 

 

◎第 6 回「今津大たいまつ」  

■日時 10 月 12 日（土） 18 時～（開会式・点火） 

■場所 今津橋（中津市大字今津） 

■内容 「願い札」を刺した大たいまつに、火矢を射って点火し、祈願成就を祈ります。 

来場者には商品券等が当たる抽選会もあります。 

■問合先 今津大たいまつ実行委員会（☎090－2710－5581） 

 

◎今津恵比須神社秋季例大祭  

■日時 10 月 12日（土）・13 日（日） 

■場所 恵比須神社（中津市大字今津） 

■内容 豪華絢爛な水引をまとった傘鉾 7基と勇壮な御神輿が、太鼓の音を響かせながら町内

を練り歩き、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。 

■問合先 観光推進課（☎0979－22－1111・内線 391） 
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◎豊前の国 観月 中津 城あかり  

■日時 10 月 12 日（土）～14 日（月・祝） 16時～21時 

■場所 中津城二ノ丸公園周辺（中津市二ノ丁）ほか 

■内容 中津城のたもとに、色とりどりの紙とうろうが並び、静かに揺らぐろうそくの光で幻

想的な世界が広がります。14日 20時から花火も打ち上がります。また、さまざまな

ステージイベント予定されています。雅で幻想的な世界をお楽しみください。 

■問合先 ステージ中津 491（☎0979－23－1820） 

 

◎福澤記念館企画展 福澤諭吉とスポーツ～勉めて身体を運動すべし～  

■日時 10 月 12 日（土）～12月 1日（日）  

■場所 福澤諭吉旧居・福澤諭吉記念館 

■内容 2020年に東京オリンピックが開催されるのを一つの契機として、近代日本スポーツ発

祥の一源流ともいえる福澤諭吉の運動論にスポットを当てた企画展示。その他、慶応

義塾体育会やオリンピックで活躍した人物なども紹介します。 

■料金  大人 400円 小中学生 200円 ※団体 20名以上で別途料金有 

■問合先 公益財団法人 福澤旧邸保存会（☎0979－25－0063） 

 

◎江戸時代の風情が残る建物で学ぶお茶体験  

■日時 10月 12日（土）、13日（日）、19日（土）、20日（日）13時 30分～15時 

■場所 南部まちなみ交流館（中津市 1828 番地(諸町) ） 

■内容 今年はラグビーワールドカップ 2019日本大会が開催され、九州でも大分・福岡・熊本

で試合が行われます。そのため、多くの外国人旅行客が訪れることが予想されます。 

そんな方々に日本の文化を体験して頂くために、江戸時代の風情が残る南部まちなみ

交流館で、お茶の飲み方、お茶点ての仕方・お菓子の食べ方・足の運び方など作法を

体験できるプログラムをご用意いたしました。もちろん、日本の方でもお気軽にご参

加できます。 

■料金 2,000円（各日～10名まで） 

■申込締切 各回 3日前の 17：00まで 

■申込・問合先 （一社）中津耶馬渓観光協会（☎0979－64－6565）担当 久保・奥村 

 

◎三光コスモス祭り  

■日時 10 月 13 日（日）～10 月 27 日（日） 10 時～15 時（時間外も見学は可能） 

■場所 三光原口・成恒 

■内容 西日本最大級を誇る「三光コスモス園」。中津市のシンボル八面山の裾野に広が 

る田んぼ（16ha）におよそ 2800 万本のコスモスが咲き誇ります。三光コスモス園は

三光コスモス祭り実行委員会が中心となり、地域の子ども達やボランティアの力で手

づくりしています。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）が行われます。 

■問合先 三光ｺｽﾓｽ祭り実行委員会事務局（三光支所地域振興課内）（☎0979－43－2050） 
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◎第 22 回 八面山アタック  

■日時 10 月 20 日（日）8時 40分～14 時（受付 8 時～） 

■場所 八面山 

■内容 自転車によるヒルクライム（山登り）です。箭山権現石舞台をスタートして「夕日を

望む丘」までの 5ｋｍのタイムを計測します。 

■料金 3,500 円 

■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） 

 

◎第 8回やばけいアンファンマルシェ  

■日時 10月 20日(日) 10時～ 

■場所 旬菜館駐車場（中津市耶馬溪町大字大島） 

■場所 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。今年も

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、スタンプラリー、

抽選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） 

 

◎1万円札肖像 35周年記念講演会 福澤諭吉の『帝室論』－知られざる象徴天皇制への影響－  

■日時 10 月 20 日（日）14時～15時 30分  

■場所 新中津市学校 

■内容 1万円札肖像 35周年記念事業として、記念講演会を実施します。講師として、慶応義

塾福澤研究センター准教授の都倉武之氏を招き、福澤諭吉の『皇帝論』について講演

していただきます。 

■料金  無料 ※申込不要 

■問合先 公益財団法人 福澤旧邸保存会（☎0979－25－0063） 

 

◎第一回令和 楽一まつり  

■日時 10 月 20 日（日）9時～（雨天中止）  

■場所 照雲寺・花福周辺 

■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）にて、楽一まつりが開催されます。子供神楽やカラオケ、縁日などさまざまな

イベントが行われます。是非、お越しください。 

■問合先 令和蠣瀬組（☎0979－24－3901・花福） 

 

◎溪石園ライトアップ  

■日時 10 月 26 日（土）～11月 24日（日） 17 時～21 時 

■場所 耶馬溪ダム記念公園「溪石園」 

■内容 耶馬溪ダムの完成記念に造られた「溪石園」。100種 3万 1000本以上の樹木に池、 

岩、滝などが四季折々に、見事な調和を見せる公園をライトアップします。光と影が

織り成す自然の美しさを堪能してください。 

■問合先 （一社）中津耶馬渓観光協会（☎0979－64－6565） 
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◎ひさしもみじライトアップ  

■日時 10 月 26 日（土）～11月 24日（日） 17 時～21 時 

■場所 中津市耶馬溪町大字深耶馬（深耶馬溪公共駐車場手前・県道 28号沿い） 

■内容 深耶馬溪で紅葉の時期に合わせてライトアップを行います。県道 28号沿いの公共駐

車場付近約 100mにわたる「ひさしもみじ」の並木が、ライトアップによりより美し

く浮かび上がります。 

■問合先 （一社）中津耶馬渓観光協会（☎0979－64－6565） 

 

◎ONSEN・ガストロノミーウォーキング in 中津三光・コスモス祭り  

■日時 10月 26 日（土） 10 時～15時 

■場所 三光地区 

     八面山荘→金色温泉→上田口集会所→小野酒店→市水道施設→コスモス祭り 

会場→道の駅なかつ（→シャトルバスで金色温泉、入浴） 

■内容 中津市三光（さんこう）地区のコスモス園で咲くコスモスは約 3,000万本！ 西 

日本一の規模です。ピンク色だけでなくオレンジ色や白色など様々な色のコスモ 

スが咲き乱れる中を歩いてみませんか？ 

食事は、「唐揚げの聖地」中津ならではの唐揚げを皮切りに、名物「はも」を扱 

ったはもカツバーガーで締めとなります。ラグビーワールドカップ開催を記念し 

たあんまん「ラガーまん」などユニークな食も！ スイーツ好きには、地元農園 

で採れたブルーベリーを使ったブルーベリーアイスを楽しんでいただけます。 

お酒は、地元の日本酒 or焼酎を提供予定。 

     中津市民の心のふるさと、古代の歴史を残す八面山の麓で、ウォーキングをお 

楽しみください。 

■料金 3,000円（定員 100名、一般申込受付 50名） 

■申込締切 ※好評につき、定員に達しました（９月２４日時点） 

■問合先 （一社）中津耶馬渓観光協会（☎0979－64－6565） 

 

◎中津市木村記念美術館企画展「山中清一郎と櫟映舎」  

■日時 10 月 26 日（土）～12 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 中津市ゆかりの洋画家:山中
やまなか

清一郎
せいいちろう

(1912－2003)の作品と彼も参加した美術団体「櫟
れき

映舎
えいしゃ

」の活動をあわせて紹介する企画展です。宇佐市出身の山中清一郎は、中津中学

校(現中津南高校)を卒業後、長崎を拠点に創作活動を展開。「教会」や「花」などを題

材とした情感あふれる作品は、全国的にも高い評価を得ています。ぜひこの機会に、

独自の世界を追求した画家の魅力に触れてみてください。関連イベントとして、10

月 26 日(土）、11 月 17 日(日)14 時からは美術館学芸員によるギャラリー・トーク(展

示解説)を行ないます。また、11 月 23 日(土)13 時 30 分からは、油絵制作のワークシ

ョップ（体験型講座）を開催します。 

■問合先 中津市木村記念美術館（☎0979－22－7767） 
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◎やまくにかかしワールド  

■日時 10月 27日（日）～11月 24日（日）（最終日は 15時まで）  

■場所 山国地域内各所 

■内容 中津市山国町の秋の風物詩「やまくにかかしワールド」は今年で１３年目を迎えます。

期間中は、町内にさまざまな容姿のかかしが出現します。また、「道の駅やまくに」

や猿飛千壺峡など町内各地で、農産物や特産品の販売等をはじめ各種イベントが開催

されます。 

■問合先 山国支所地域振興課（☎0979－62－3111） 

 

◎「南部自由市場」10周年 感謝をこめて！秋の海鮮及びステージイベント！  

■期日 10月 27日（日） 10時～14時 

■場所 新博多町アーケード 

■内容 中心市街地（特に南部校区）の高齢化や人口減少が進む中、「安心・安全な暮らしの

提供と商業との共生」をめざして平成２１年７月にスタートし、今年１０周年を迎え

ます。今回は１０周年を記念して、ステージイベントや下関ふく汁、豊前海はも汁、

ふく＆ぶたから揚げ販売、地元豊前海水産加工品などの生鮮産品など商店街に不足す

るお店を充実させて開催されます。 

■問合先 新博多町商店街振興組合（☎0979－23－4485） 

 

◎犬丸天満宮御神幸祭（大名行列）  

■日時 10 月 27 日（日） 15時～（天満宮発） 

■場所 犬丸天満宮（中津市大字犬丸） 

■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」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） 

 

◎チャレンジ！The 耶馬三城  

■日時 10 月 27 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《初級》 約 10km ＋登山（標高 117ｍ）所要時間：約 3 時間 

②一ツ戸城址コース《中級》 約 14km＋登山（標高 347m） 所要時間：4 時間 

③長岩城址コース《上級》 登山（標高 530m）所要時間：2時間 

■料金 大人 1000 円、中学生以下 500 円、未就学児無料 

■申込締切 9月 13日（金）～10月 17日（木） ※応募者多数の場合は、抽選 

 

 

■申込方法 ①郵送：中津市役所・各支所にある案内チラシ（はがき）での応募 
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      ②FAX：中津市ホームページにあるチラシ裏を印刷し、FAX（0979-54-2646）にて

申込み。 

         （FAX送信後、下記問い合わせ先へ電話にて確認をお願いします。） 

■申込・問合先 耶馬溪支所地域振興課（☎0979－54－3111） 

 

◎第 11 回耶馬溪観光秋まつり  

■日時 10 月 27 日（日） 10 時～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 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） 

 

 

◎県境を越えて電車でハロウィン  

■日時 10月 27 日（日）  

■場所 中津（日の出町商店街）・吉富（吉富駅前広場）・三毛門（三毛門駅前駐車場） 

■内容 ＪＲ中津・吉富・三毛門の３つの駅で同日にイベントを開催します。ハロウィンの仮

装をして電車でそれぞれのイベントを巡ってみませんか。3つのイベントを巡ってス

タンプを集めると素敵なプレゼントがもらえます。 

大分県中津市：日之市大作戦～サンライズフェスティバル～（11時～16時） 

福岡県吉富町：よしとみガール deマルシェ（10時～15時） 

福岡県豊前市：かぼちゃフェスタ（9時 30分～15時） 

■問合先 （中津）日之出町商店街協同組合（☎0979－22－1749）9時～15時 

        （吉富）吉富町役場産業建設課  （☎0979－24－4073）8時 30分～17時 15分 

     （三毛門）三毛門かぼちゃ保存会（☎090－8831－4115）9時～15時 

 

◎日之市大作戦～サンライズフェスティバル～  

■日時 10月 27 日（日） 11時～16 時 

■場所 日ノ出町商店街 

■内容 お子様から大人、お年寄りまでみんなが楽しめるイベントを商店街から発信し、地域

の活性化、商店街の繁栄、近隣店の売り上げ向上等、人・町を元気にする事を目的と

して開催されます。キッズダンス、バンド演奏、大道芸人、大食い、ベイブレード、

もちまき、中津源星オーロラ太鼓などのイベントを予定しています。 

■問合先 日之出町商店街協同組合・元気会（☎0979－22－1749）9時～15時 

 

◎中津大貞八幡菊花展  

■日時 11 月 1 日（金）～11月 10日（日） 

■場所 大貞八幡宮薦神社 

■内容 11月 1日から 10日の期間中、大貞の薦神社で「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、訪れる方たちを魅了します。 

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（☎0979－32－2440） 
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◎「木馬の会」の人形劇  

■日時 11月 3日（祝）14時 

■場所 中津市山国町守実 130番地 コアやまくにプレイルーム 

■内容 NPO 法人大分県芸振の文化キャラバン事業として、人形劇団「木馬の会」による人形

劇が公演されます。大人も楽しめる内容となっており、親子で楽しくご観覧ください。 

■料金 無料 

■問合先 一般財団法人 コアやまくに（☎0979－62－2140） 

 

◎第 15回深耶馬ウォーク  

■日時 11月 10日（日） 9時～（受付 8時～） 

■場所 折戸温泉（中津市耶馬溪町深耶馬） 

■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）。料金には、昼食、温泉入浴半額補助、お土産（農産物）が含まれます。 

■料金 大人 800円、小・中学生 300円 

■申込・問合先 深耶馬ウォーク実行委員会 （☎090－3329－0487）   

 

◎第 10回 Love ファンタジア中津 2019 イルミネーション点灯式  

■日時 11月 15日（金） 19時～ 

■場所 中津駅南口 洞門広場前 

■内容 中津市内の企業、団体の協力により、イルミネーションやモニュメントを設置。地域

経済の活性化に貢献することを目的として今年も開催されます。観客のカウントダウ

ンに合わせイルミネーションが一斉に点灯します。 

■問合先 中津商工会議所青年部事務局 （☎0979－22－2250） 

 

◎八面山もみじウォーク  

■日時 11 月 17日（日）9時 30分～（受付 9時～） 

■場所 八面山 

■内容 秋の八面山を歩いてみませんか？所要時間は約 2時間、距離は約 4.5km。初心者でも

参加しやすいウォーキングイベントとなっております。電話でお申し込み後、申込用

紙を提出してください。 

※申込期間 11月 1日(金)～11日(月) 

■申込・問合先 三光支所地域振興課（☎0979-43-2050） 

 

◎コアやまくにアイススケートオープン  

■日時 11月 23日（祝）～3月 8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。徒歩直ぐの場所に温泉と食堂があり、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） 
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◎ 川畠成道ヴァイオリンリサイタル  

■日時 11月 24日（日）13時 30分会場 14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 

■内容 幼少期の病によって視覚障害を持ちつつも、世界で活躍するヴァイオリニスト川畠成

道（かわばたなりみち）氏のリサイタルが開催されます。ピアノには、作曲家として

も活躍している寺島陸也（てらしまりくや）氏を迎え、研ぎ澄まされたヴァイオリン

の音色がコアやまくにに響き渡ります。世界中で高い評価を受けている演奏を存分に

ご堪能ください!!  

■料金 前売一般 2,500円（全席自由、消費税込、当日 500円増） 

    チケット販売先：コアやまくに、みんなのお店やまくに、やすらぎの郷やまくに、 

守実温泉、中津文化会館、中津市各支所、コトブキレコード（日田市） 

■問合先 一般財団法人 コアやまくに（☎0979－62－2140） 

 

◎南部自由市場  

■期日 11月 24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 新博多町商店街振興組合（☎0979－23－4485） 


