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4～5月のイベント情報 

やばはく 春 

日本遺産「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します。中津・玖

珠の春を、自然と歴史とともに満喫できる 18 種類もの体験プログラムの数々。各プログラ

ムについては、「やばはく」公式サイト（https://yabahaku.com/）に掲載しています。 

■期間 3月 6日（日）～4月 30日（土） 

 

道の駅耶馬トピア 蕎麦ラーメン祭 

とんこつやピリ辛柚子豚骨、トマト味など、バリエーションに富んだ蕎麦ラーメンが期間限

定でお楽しみいただけます。期間中はお得な無料のトッピングサービスを提供します。 

■期間 4月 1日（金）～27日（水） ※定休日：木曜日 ■時間 11時～14時 

■問い合わせ先 道の駅耶馬トピア（電話 0979-52-3030） 

 

「本耶馬渓で遊ぼう」ネモフィラフォトコンテスト 

毎年、4月上旬から 5月上旬にかけて本耶馬渓町の青の洞門対岸はネモフィラの青一色に染

まります。今年で 10周年を迎えるこのイベントでは今年もフォトコンテストを開催します。

本耶馬渓町の大自然の中に広がるネモフィラ畑は圧巻です。 

■ネモフィラ畑の期間 5月 8日（日）まで ■応募締切 5月 20日（金）消印有効 

■問い合わせ先 青にこだわるまちづくり実行委員会事務局(本耶馬渓支所地域振興課内・

電話 0979-52-2211） 

 

自然を満喫！奥耶馬渓憩の森オープン 

■期日 4月 23日（土） 

■利用料金 

入山料（1日・1名）：個人 300円、団体（20名以上）270円 

織姫バンガロー（1泊・1棟）：10,470円 

フリーサイト（1泊・1張）：テント貸出 3,200円、テント持参 2,200円 

■問い合わせ先 コアやまくに管理運営グループ（電話 0979-62-2186、FAX0979-62-3117） 
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第３回やまくにマルシェ 

地元の山国の作り手が、甘酒パンや有機栽培珈琲などこだわりの逸品を販売します。その他

にも、漢字アートなど楽しいワークショップや占いなどのブースも出展されます。また物産

館では、3,000円以上お買い上げのお客様を対象に山国産米や山椿のあま酒などの特産品が

当たるＧＷわくわく抽選会を開催します。 

■期間 4月 29日（金）～5月 5日（木） ■時間 9時～17時 

■問い合わせ先 道の駅やまくに（電話 0979-62-3680） 

 

やまくに軽トラ市 

軽トラックの荷台に山国町で育った山菜や野菜、加工品などを載せた生産者が集結し販売を 

行う「やまくに軽トラ市」を開催します。 

■日時 5月 1日（日）8時 30分～12時 30分 ※雨天中止。 

 ※新型コロナウイルスの感染が拡大した場合は開催を中止にする場合があります。 

■場所 中津市しもげ商工会山国支所前 

■問い合わせ先 山国支所地域振興課（電話 0979-62-3111） 

 

こどもの日限定！お子様入浴無料 DAY 

こどもの日限定で、通常 200 円の子供入浴料が無料になります！大人 1 名につき 3 名様ま

で利用が可能です。 

■期日 5月 5日（木・祝）  ■場所 やすらぎの郷やまくに 

■問い合わせ先 やすらぎの郷やまくに（電話 0979-62-2186） 

 

犬ヶ岳トレッキングツアー 

福岡県豊前市と中津市にまたがる「犬ヶ岳」でトレッキングを楽しみません

か？運が良ければ、満開のシャクナゲが出迎えてくれるかもしれません。 

■日時 5月 7日（土）8時 20分～15時 30分 ※雨天中止 

■料金 2,400円（弁当付き）  ■定員 10名  ■申込締切 4月 30日（土） 

■申込方法 電話、メール、申込フォーム（右上の QRコード） 

■申し込み・問い合わせ先 耶馬溪周辺地域振興対策推進会議（電話 0979-54-3111、メール

akifumi.matsunaga@yabakei.jp） 
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中摩殿畑山チャレンジ 

標高 991ｍの山で、登山途中には県指定天然記念物のブナの原生林を見ることができます。

ＧＷ最終日は、登山で気持ちのいい汗を流しませんか？ 

■日時 5月 8日（日）9時～16時  ■料金 1,000円（弁当付き） 

■場所 コアやまくに集合、自家用車で殿畑山駐車場へ 

■定員 20名 ※中級者向け  ■申込締切 4月 30日（土） 

■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 

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。 

■日時 5月 15日（日）7時～売り切れ次第終了 ■場所 小祝漁港（中津市字小祝） 

■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） 

 

企画展「私の一枚～中津美術協会作家展～」 

中津市美展の 70 回目の開催にあわせて、木村記念美術館で企画展を行います。創立期から

現在までの美術協会作家たちの個性豊かな作品を展示・紹介します。 

■期間 5月 28日（土）～7月 11日（月） 

■時間 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 

■問い合わせ先 中津市木村記念美術館（電話 0979-22-7767） 

 

春の中津市民芸術文化祭 

うたわの会 presents『新見準平と愉快な仲間たち』 

■日時 5月 7日（土）14時～ ■場所 中津文化会館 大ホール 

■料金 全席自由 999円 

■問い合わせ先 うたわの会（電話 080-3411-6499） 



中津市定例記者会見資料  2022.4.21 

 

第 45回中津市書道展（豊墨会） 

■日時 5月 7日（土）9時～17時、5月 8日（日）9時～16時 

■場所 中津文化会館 小ホール ■料金 入場無料 

■問い合わせ先 中津文化会館（電話 0979-24-1155） 

 

第 46回花季展（さつき展） 

■日時 5月 21日（土）・22日（日）9時～16時 

■場所 中津文化会館 小ホール  ■料金 入場無料 

■問い合わせ先 中津さつき愛好会（電話 0979-24-1155） 

 

チャレンジアート さつき盆栽植え替え講習会 

■日時 5月 21日（土）13時～16時、5月 22日（日）13時～15時 

■場所 中津文化会館 小ホール  ■料金 入場無料 

■問い合わせ先 中津文化会館（電話 0979-24-1155） 

 

なかつ寄席 落語まつり 

■日時 5月 29日(日)14時～16時  ■場所 中津文化会館 

■料金 全席自由 2,000円（当日 2,500円） ■出演 桂梅團治・桂雀五郎・桂小梅 

■問い合わせ先 中津文化会館（電話 0979-24-1155） 



 

 

 

 

 

軽トラックの荷台に山国町で育った山菜や野菜、加工品などを載せた生産者が集結し販売を 

行う「やまくに軽トラ市」を開催します。 

 

● 開 催 日 ： 令和 3年 5月 1日（日） ※雨天の場合は中止になります。 

※新型コロナウイルスの感染が拡大した場合は開催を中止にする場合があります。 

● 開催時間 ： 8時 30分～12時 30分 

● 開催場所 ： 中津市しもげ商工会山国支所前（中津市山国町守実 164地 3） 

  

【「やまくに軽トラ市」の概要】 

◇主催 ： やまくに軽トラ市実行委員会  会長 梶原 吾一 
◇内容 ： 山菜や野菜、加工品のほか（株）梶原畜産による「黒豚のメンチカツ」など地元産品 

も販売致します。 

  

  

 

 

 

 

   

       

 

 

 

 

山国の味覚をふんだんに味わえる「やまくに軽トラ市」開催！！ 

【問合せ先】 

山国支所地域振興課 担当：長尾 

（TEL：0979‐62‐3111 内線 208） 


