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12～1 月のイベント情報
＼食べて、めぐって応援 2021／なかつやばけいグルメでスタンプラリー
中津市では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている市内の飲食店、観光事業者等を
支援するため、食べてめぐって応援するスタンプラリーを開催します。スタンプを集めて応
募すると、抽選で合計 300 名様に中津市内で使える地域クーポン券が当たります。詳しく
は、中津耶馬渓観光協会ホームページをご覧ください。
■期間

10 月 1 日（金）～12 月 12 日（日）

■問い合わせ先

中津耶馬渓観光協会（電話 0979-64-6565）

スタードーム～田舎にいるみ～
竹を組み上げて作った「スタードーム」を使ってイルミネーションを行います。光り輝く竹
のアートをお楽しみください。
■期間

11 月 20 日（土）～12 月 26 日（日）

■問い合わせ先

■時間

17 時 30 分～21 時

山国支所地域振興課（電話 0979-62-3111）

生誕 110 年記念 糸園和三郎展～帰郷、静謐なる詩情とともに～
「中津アート・トライアングル」のイベントの一つとして、中津出身の洋画家糸園和三郎を
取り上げた展覧会を開催します。詩情溢れる作品群をお楽しみください。
■期間

11 月 20 日（土）～1 月 10 日（月）

■時間

9 時～17 時（入館は 16 時 30 分まで）

■料金

一般 500 円、中学生以下無料

■問い合わせ先

※月曜日休館（祝日の場合はその翌日）
■場所

中津市歴史博物館

中津市歴史博物館（電話 0979-23-8615）

令和傀儡事始 Reiwa Kugutsu Kotohajime
「中津アート・トライアングル」のイベントの一つとして、アーティスト川村亘平斎による、
影絵作品制作のワークショップや展示を行います。作品はもちろんの事、影絵に使用される
人形なども展示。影絵アートをよりお楽しみいただけます。
■期間

11 月 20 日（土）～1 月 10 日（月）

※月曜日休館（祝日の場合はその翌日）

■時間

9 時～17 時（入館は 16 時 30 分まで）

■場所

中津市歴史博物館、中津市木村記念美術館
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中津市歴史博物館（電話 0979-23-8615）

K-Ta のきり絵展
「中津アート・トライアングル」のイベントの一つとして、きり絵作家 K-Ta の個展を開催
します。個性あふれる作品群をぜひお楽しみください。
■期間

11 月 20 日（土）～1 月 10 日（月）

■時間

9 時～17 時（入館は 16 時 30 分まで）

■問い合わせ先

※月曜日休館（祝日の場合はその翌日）

中津市歴史博物館（電話 0979-23-8615）

～Start Here～ Street Dance Contest in 山国
「ダンスが持つポジティブな魅力で、町や人を元気にしたい」という想いからストリートダ
ンスコンテストを開催します。ダンサーも観客も一緒に盛り上がりましょう！
■日時

11 月 28 日（日）12 時～16 時 30 分

※11 時 45 分開場

■場所 コアやまくにシアター
■料金

中学生以上：前売り 2,500 円（当日 3,000 円）、小学生以下：前売り 1,500 円（当

日 2,000 円）、3 歳以下無料
■問い合わせ先

やすらぎの郷やまくに（電話 0979-62-2186）

月イチ映画館コアシネマ
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。「ミニマ
ルシェ」も開催予定で、山国産野菜やお弁当の販売などが行われます。
■日時・上映作品
11 月 27 日（土）
「LIGHT UP NIPPON」（上映時間 99 分）

10 時～、14 時～

「俺の名は吾一～コアシネマ自主制作映画～」（上映時間 60 分）
11 時 55 分～、15 時 55 分～
12 月 25 日（土）
「ヴァンダナ・シヴァのいのちの種を抱きしめて」（上映時間 58 分）
10 時～、14 時～
「ELEMENTAL 生命の源」（上映時間 93 分）

11 時 15 分～、15 時 15 分～

中津市定例記者会見資料

2021.11.26

■料金
一作品鑑賞：前売り 500 円（当日 700 円）、二作品鑑賞 1,000 円、18 歳以下無料
■場所

コアやまくにシアター

■主催

コアシネマ運営委員会

■問い合わせ先 山国支所地域振興課（電話 0979-62-3111）

コアやまくにアイススケートリンク
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。徒歩す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。
■期間 11 月 27 日（土）～3 月 6 日（日）

■場所

コアやまくに

■時間

平日・1 月 1 日：13 時～18 時、土日祝：11 時～20 時

■料金

一般 1,250 円、中高生 930 円、小学生 720 円、幼児 200 円

※別途シューズ代 300

円
■問い合わせ先

やすらぎの郷やまくに（電話 0979-62-2186）

漁師さんの朝市
新鮮な魚介を漁師さんから購入することができる人気の朝市です。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。時下による縮小開催等、詳しくは漁協中津支店
ホームページをご確認ください。また、4 月からカフェ営業を開始し、ひがた美人フライロ
ールとコーヒーセットなど朝食セットを用意しています。
■期日 12 月 5 日（日）・19 日（日）・30 日（木）
■時間

7 時～売り切れ次第終了

■問い合わせ先

■場所

小祝漁港

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）

第 39 回耶馬溪湖畔祭り
今年の夏に開催予定で延期となった耶馬溪湖畔祭りが耶馬溪アクアパークをメイン会場に
開催されます。「子どもたちに耶馬溪での思い出作りを」という趣旨のもと、新型コロナウ
イルス感染拡大防止の観点から、来場者は中津市内の小中学生とそのご家族のみに限定して
実施します。昼間はダンスや太鼓などのステージイベントや自衛隊の車両展示、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。昨年同様 YouTube でのラ
イブ配信も行いますので、ご自宅でもお楽しみいただけます。
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12 月 11 日（土）14 時～19 時 30 分

■問い合わせ先

■場所

耶馬溪アクアパーク

耶馬溪支所地域振興課（電話 0979-54-3111）

劇団四季新作ミュージカル「はじまりの樹の神話―こそあどの森の物語―」
しっぽの光る不思議なキツネに導かれた先に現れたのは、時間を超えてやってきた巨大な樹
と女の子だった―。引っ込み思案で自分一人の世界を楽しんでいた少年が、ある出会いを通
じて、誰かの力になることやつながりの大切さに気づいていく、心の成長の物語。明日を生
きる力がわいてくる感動の舞台へ、ぜひ！
■公演
日時：2 月 20 日（日）

開場 16 時 45 分、開演 17 時 30 分

場所：中津文化会館大ホール
■チケット販売
開始日時：12 月 18 日（土）・19 日（日）・30 日（木）10 時～
販売場所：中津文化会館事務所
料金：全席指定一般 5,500 円（当日 6,000 円）、高校生以下 4,500 円（当日 5,000 円）
■問い合わせ先

中津文化会館（電話 0979-24-1155）

