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中津市 4～5 月のイベント等情報
中津市歴史博物館収蔵品展「中津地誌～土地の記憶と歴史資料～」
■期間

3 月 2 日（火）～4 月 25 日（日）

■場所

中津市歴史博物館

■料金

一般 300 円、中学生以下無料

■内容

中津市歴史博物館では資料の収集を活動の一つとしていて、多くの方々から貴重な

常設展示室テーマエリア

資料のご寄贈、ご寄託をいただいています。今回は近年収蔵された資料の中から、中津の
土地の歴史を語るものを選りすぐり、展示いたします。旧家に伝わった鎌倉時代から近代
までの歴史資料から中津の地誌を紐解きます。この機会にぜひご覧ください。
■問い合わせ先 中津市歴史博物館（電話 0979-23-8615）

やばはく―2021 日本遺産やばけい遊覧博覧会―
■期間

3 月 20 日（土）～5 月 30 日（日）

■内容

日本遺産に認定された「やばけい遊覧」の 8 ストーリーを体験できるプログラムを

開催中です。中津・玖珠の春を、自然と歴史とともに満喫できる体験プログラムの数々。
ぜひ、ご参加ください。各プログラムについて詳しくは、「やばけい遊覧」公式ホームペ
ージ（https://yabakei-yuran.jp/anotherstory/3061/）でご確認ください。先着順のた
め定員に達し次第受付を締め切りますので、ご了承ください。
■問い合わせ先 耶馬渓観光室（電話 0979-62-9035）

高山オリ子作品展
■日時

4 月 20 日（火）～5 月 30 日（日）9 時～17 時（入館は 16 時 30 分まで）

■場所

中津市歴史博物館

■内容

日田市出身の画家で、現在深耶馬の廃校を利用した美術館で活動をしている高山オ

オープンギャラリー

■料金

無料

リ子氏の作品展です。古い作品から、近年の作品まで、個性的な作品を展示紹介します。
■問い合わせ先 中津市歴史博物館（電話 0979-23-8615）

月イチ映画館コアシネマ
■日時

4 月 24 日（土）

「０円キッチン」10 時～、15 時 15 分～
「最後の楽園コスタリカ」11 時 45 分～、14 時～
■場所

コアやまくにシアター

■料金 【一作品】一般：前売り 500 円（当日 200 円増）
・ペアチケット 1,000 円（前売り・
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当日）、中学生以下：前売り 300 円（当日 200 円増）、65 歳以上：500 円（前売り・当日）
、
3 歳以下：無料
■内容

コロナ禍の中、皆さんが少しでもくつろげる場所を提供したいと考え、月一で映画

を上映しています。前売りは、やすらぎの郷やまくに、道の駅やまくにで販売しています。
■問い合わせ先 山国支所地域振興課（電話 0979-62-3111）

道の駅なかつ 7 周年記念祭
■日時

4 月 24 日（土）・25 日（日）9 時～18 時

■場所

道の駅なかつ

■内容

紅白もち・豚汁などの無料配布、中津の 6 次産業推奨品の出店販売、直売所タイム

セール、レストラン新メニュー販売 など
※新型コロナウイルス感染症の影響などにより、内容などが変わる場合があります。
■問い合わせ先 道の駅なかつ（電話 0979-64-8830）

日本遺産～やばけい遊覧～新緑グリーングリーンウォーク
■日時

4 月 25 日（日） 集合時間はコース・班によって異なります。

■集合場所
■内容

深耶馬溪公共駐車場（中津市耶馬溪町大字深耶馬渓）

深耶馬溪の美しい新緑が楽しめるウォーキングイベントが開催されます。コースは、

奇岩眺望の”もみじ谷”コース（往復約 4.3km）又は森の静かな”麗谷”遊歩道コース（往
復約 3.3km）の二種類から選べます。名産の美味しいそばを食べ、温泉に浸かって心も身
体もリフレッシュできるウォーキングイベントです。
■問い合わせ先 （一社）中津耶馬渓観光協会（電話 0979-64-6565）

吉野農村公園 鯉のぼり揚げ
■日時

4 月 25 日（日）8 時～

※小雨決行、雨天延期 4 月 29 日（木）

■場所 吉野農村公園
■内容

吉野農村公園から対岸に向かい、地区住民が鯉のぼりを揚げます。たくさんの鯉の

ぼりが泳ぐ様は圧巻です。
■問い合わせ先 山国支所地域振興課（電話 0979-62-3111）

南部自由市場
■日時

4 月 25 日（日）10 時～14 時

■場所

新博多町アーケード

■内容

月に一度のたくさんの人で賑わう市場。豆腐・野菜・スイーツ・パン・手作り雑貨

…随時出店者も募集中です。
■問い合わせ先 新博多町商店街振興組合（電話 0979-23-4485）

【中津市】2021.4.21 定例記者会見資料

新収蔵資料展「渡辺家～中津藩国学の系譜～」
■期間

4 月 27 日（火）～6 月 20 日（日）

■場所 中津市歴史博物館

展示室 1 テーマエリア、展示室 2

■料金

一般 300 円、中学生以下無料

■内容

渡辺重名と本居宣長の師弟関係や、藩主奥平家との関わり、他藩学者との交遊を示

す貴重な資料を公開します。また重名の著作や、重名以後私塾・道生館を通じて中津藩の
国学を支えた重春・重石丸の資料など、中津藩国学の系譜を明らかにします。
■問い合わせ先 中津市歴史博物館（電話 0979-23-8615）

やまくに軽トラ市
■日時

5 月 1 日（土）8 時 30 分～12 時 30 分

※少雨決行、雨天中止

■場所 中津市しもげ商工会山国支所前
■内容

山国町で育った山菜や野菜、加工品など様々な生産品を軽トラックの荷台に並べて

販売します。梶原畜産の「黒豚のメンチカツ」や「サイコロステーキ」、毛谷村六助を模
した焼き饅頭「六助焼」などの露店も並びます。
■問い合わせ先 山国支所地域振興課（電話 0979-62-3111）

中摩殿畑山チャレンジ
■日時

5 月 3 日（月）9 時～16 時

■場所 中摩殿畑山

※雨天順延 5 月 9 日（日）

■料金 1,000 円（弁当付き）

■定員

20 名程度

※小学生は保護者同伴

■内容

山国町中摩地区の殿畑山に登ってみませんか？標高 991.2ｍで、中級者向けのコー

スとなっています。お電話にてお申し込みください。
■問い合わせ先 一般財団法人コアやまくに（電話 0979-62-2140）

漁師さんの朝市
■日時

5 月 16 日（日）7 時～売切れ次第終了

■場所

小祝漁港

■内容

新鮮な魚介類を漁師さんから購入することができる人気の朝市です。さばき方のコ

ツやおすすめの調理法など、漁師さんに直接聞くこともできます。販売開始直後に完売す
ることもあり、早めのご来場がおすすめです。時化による縮小開催等、詳しくは漁協中津
支店ホームページをご確認ください。
■問い合わせ先 大分県漁業協同組合中津支店（電話 0979-22-2103、平日 9 時～12 時・13
時～17 時）

