平成 27 年 8 月 31 日（月）

中津市 9 月～10 月のイベント等情報について

◎白髭神社例大祭（大名行列）
日時：9 月 19 日（土）
場所：白髭神社（中津市大新田）
内容：大新田の白髭神社では、2 年に 1 度、秋の例大祭のときに大名行列が行われます。
17 時頃からの神事の後、大名行列が大新田の地域を練り歩き、22 時頃神社に戻ります。
明治の廃藩置県で、旧藩主・奥平氏は東京へ移住しましたが、その際、大名行列用の様々
な品物を白髭神社に寄贈されました。このときより秋の例大祭に大名行列を行うようになり
ました。
問合せ先：白髭神社 22－7037

◎薦神社 仲秋祭
日時：9 月 19 日（土）・20 日（日）
場所：薦神社（中津市大貞）
内容：千年以上の長い伝統を誇り、付近の水田をうるおす御澄池の水に感謝することから始まっ
たと言われています。現在担がれている神輿は、神門（国指定重要文化財）が再建された
元和 8 年（1622 年）頃に、当時の中津藩主細川忠興が奉納したものということです。
問合せ先：薦神社 32－2440

◎かっぱ祭り（白地楽）
日時：9 月 20 日（日） 14 時頃～
場所：亀岡八幡宮（山国町）
内容：白地楽は、五穀豊穣、生活安穏などを祈願して奉納されます。4 人のかっぱに扮した子供を、
大うちわを持った大人が封じこめるというもので、平家落人の霊を鎮めるために、行われ始
めたと伝えられています。白地地区には、地区の戸数が 4 戸になるまで、この楽を伝統通り
に継承しなければならないという掟があるそうです。
問合せ先：亀岡八幡神社 62－2419

◎竹の千灯籠夜
日時：9 月 20 日（日） 17 時～20 時

※雨天順延

場所：道の駅耶馬トピア（中津市本耶馬渓町）
内容：目の前の河川敷を中心に 1,000 個以上の竹灯籠で彩り、訪れた人々を夢想の大世界へと
誘います。特設ステージでは「おふくろず」「三宅農園音楽部」のコンサートが行われます。
問合せ先：道の駅耶馬トピア 52-3030

◎第 8 回からあげフェスティバル
日時：9 月 20 日（日）・21 日（月・祝）

10 時～17 時（小雨決行）

場所：イオンモール三光特設会場（中津市三光佐知）
内容：今年で 8 回目を迎える「からあげフェスティバル」。多くの中津市近郊のからあげ店が出店す
るほか、遠方からの招待店もあり、年に一度の味比べを楽しむことができます。
今年は 5 つのフード企画を開催。足湯も登場します。ほかにもステージイベントも盛りだくさ
んで見所満載です。
問合せ先：からあげフェスティバル実行委員会（NOAS FM 内） 27－0786

◎かっぱ祭り（①樋山路楽・②二瀬楽）
日時：①9 月 21 日（月・祝） 16 時～
②9 月 22 日（火・祝） 16 時～
場所：①伊勢山大神社（中津市耶馬溪町大字大島）
②二瀬天満宮（中津市耶馬溪町大字樋山路）
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、水辺で遊ぶ子供たちの生命をも奪
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。
耶馬溪地域では、この「かっぱ楽」が二つの保存会によって三つの地域（神社）で、継承、奉
納されており、ひとつは、夏の『宮園楽』、もう二つが秋の『樋山路楽』『二瀬楽』です。
問合せ先：中津市耶馬溪支所総務課 54－3111

◎中津城観月祭
日時：9 月 26 日（土）・27 日（日）

16 時～21 時（15 時開場）

場所：山国川河川公園（中津市二ノ丁）
内容：各地域で活動している神楽の共演会やコンサートを開催します。

中津城北側の駐車場では灯籠も設置。雅で幻想的な世界をお楽しみください。
問合せ先：ステージ中津 491（担当：今吉） 23－1820

◎第 1 回なかつ縄文まつり
日時：10 月 4 日（日）
場所：道の駅なかつ（中津市大字加来）
内容：縄文時代の生活を体験するイベントを行います。
①縄文土器製作体験・火起こし体験 ②イノシシの姿焼き・イノシシ・シカなどの鍋無料配布
【対象】小学 3 年生～中学 3 年生まで。先着 20 名。（保護者同伴）
【参加料】粘土代 200 円
問合せ先：中津市文化財課 22－1111

◎恵比須祭り
日時：10 月 10 日（土）・11 日（日）（予定）
場所：恵比須神社（中津市大字今津）
内容：今津全町から豪華絢爛な傘鉾と神輿が巡行し、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。露店も出ます。
問合せ先：中津市観光推進課 22－1111

◎三光コスモス祭り
日時：10 月 11 日（日）～11 月 3 日（火・祝） 10 時～15 時（時間外も見学は可能）
場所：三光原口・成恒
内容：西日本最大級の「三光コスモス園」。中津市のシンボル八面山を背景に広がる転作田
（17ha）におよそ 1500 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。今年
のコスモス園は段々畑にあり、一面に広がるピンクや白、オレンジのコスモス畑を上から見
渡せます。また 13 団体がコスモスアートに挑戦予定です。
問合せ先：三光支所総務課 43－2050

◎楽市楽座 楽農文楽あきまつり
日時：10 月 17 日（土）・18 日（日）
場所：豊後町、蛎瀬、桜町通り（通称：楽一通り）
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）で、
2 日間開催されます。
県指定無形民俗文化財蛎瀬神楽の奉納、お茶会、骨董市、縁日広場、はがき絵コンテスト
などまちの人々が手作り企画を多数用意しています。
問合せ先：楽一通り・夢サミット 24－3901

◎第 18 回 八面山アタック
日時：10 月 18 日（日） 9 時 30 分～14 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。上田口公民館をスタートして「夕日を望む丘」まで
の 6ｋｍのタイムを計測します（全走行距離は 7.2ｋｍです）
問合せ先：チーム中津のすゝめ 八面山アタック実行委員会 090－8768－8638

◎耶馬三城を攻めろ！～黒田官兵衛ゆかりの城址ウォーキング＆トレッキング～
日時：10 月 25 日（日） 9 時～（受付 8 時 30 分～）
場所：耶馬溪支所前駐車場（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 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》 約 20km＋登山（標高 530m） 所要時間：6 時間 30 分
【参加費】一般 500 円（中学生以下 300 円）※未就学児無料
【応募期間】9 月 15 日（火）～10 月 14 日（水） ※先着順（定員になり次第締め切り）
問合せ先：耶馬溪支所総務課 54－3111

◎第 7 回耶馬溪観光秋まつり
日時：10 月 25 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：「耶馬三城を攻めろ！～黒田官兵衛ゆかりの城址ウォーキング＆トレッキング～」と同時開
催。紅葉真っ盛りの耶馬溪で、秋の恵みを楽しむイベント。すっぽん競争、わなげ大会、特

産物販売などを通じて、みなさんへのおもてなしを行います。
シャトルバスも運行しています。
問合せ先：耶馬溪支所総務課 54－3111

◎やまくにかかしワールド
日時：10 月 25 日（日）～11 月 23 日（月・祝）
場所：山国町 稲刈りの終わった田んぼなど
内容：山国町で楽しむための案山子が登場したのは 2003 年(平成 15 年）、町内在住の赤尾さん夫
婦と月木さん夫婦が初めて稲刈り後の田んぼに作りました。当時は「案山子村」と呼んでいま
した。2007 年（平成 19 年）からは「かかしワールド」と名付けられ、親しまれています。
稲刈りの終わった山間の静かな田んぼや公園などが「かかし」の世界に大変身します。昭和
の思い出、田舎の日常風景、運動会や演芸会などユニークで今にも動き出しそうな姿はどこ
か懐かしい風景を織りなします。
問合せ先：山国支所総務課 62－3111

