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【中津市】2 月～4 月のイベント等情報について
◎「八面山夜景フォト」「八面山夜景キャッチフレーズ」コンテスト
期間：～3 月 21 日（火）まで
内容：今年度、中津市民の母なる山「八面山」からの夜景が（一社）夜景観光コンベンシ
ョン・ビューローより「日本夜景遺産」に新規認定されました。八面山からの夜景の
素晴らしさを更に広く皆さんに知っていただくために、綺麗な夜景フォトや、行って
みたくなるような夜景キャッチフレーズを募集します。
問合先：三光支所総務課（43-2050）

◎東の谷のひなまつり
期間：2 月 18 日（土）～3 月 5 日（日） 10：00～16：00
場所：専念寺（中津市本耶馬渓町東谷）
内容：本耶馬渓の最高峰「鹿嵐山（かならせやま）
」のふところに広がる山里「東谷」で開
かれる地域のみなさんの手づくりによるひな祭りです。地域の各家庭で愛されたさま
ざまな年代の雛人形が一堂に会します。今年で最後の開催となります。
問合先：専念寺（53－2018）

◎八面山登山
日時：2 月 19 日（日） 9：00～13：00
場所：八面山（中津市三光田口）
参加料：大人 1,000 円、小学生以下 800 円（参加賞、八面山荘バイキング、保険料含む）
募集人員：100 名（申込終了）
内容：登山道「修験の道探訪コース」を登ります。
「ふるさと回想館 八面山荘」をスター
トし、箭山神社裏の「天空の道」展望所までの片道約 2.5km の探訪登山です。初めて
の方でも気軽に登山の魅力を味わうことができます。「天空の道」展望所からは、中
津市街地や周防灘等の開放感ある景色を楽しめます。また、天候次第では凍った「修
験の滝」を見ることができるかもしれません。下山後は、八面山荘にて昼食バイキン
グを楽しんでいただきます。
問合先：三光支所総務課（43-2050）
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◎漁師さんの朝市
日時：2 月 19 日（日） 7：00～
場所：小祝漁港
内容：毎月、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：水産振興課（22－1111・内線 406）

◎文化財庭園保存技術者研修会
日時：2 月 24 日（金） 13：45～開会式・公開講座（城井地区公民館）
、終了後に平田家住
宅現地検証
25 日（土）

8:45～研修（終日）

26 日（日） 予備日（前日までに作業が終わらなかった場合、午前中に作業）
場所：平田家住宅（耶馬溪町平田）
内容：耶馬溪町平田の「平田家住宅」敷地内の庭園が、平成 28 年度文化財庭園保存技術者
協議会の研修場所となります。今回研修の場として提供することで、貴重な歴史遺産
を未来へ伝え、文化財庭園保存技術者の後継者を育成する一助となればと考えていま
す。
問合先：社会教育課文化財室（22－1111・内線 600）

◎第 19 回城下町中津のひなまつり
期間：2 月 25 日（土）～3 月 12 日（日）
場所：南部まちなみ交流館、諸町、中津城、福澤諭吉旧居など市内各所
内容：絢爛豪華な有職雛、享保雛、古今雛をはじめ、庶民に親しまれた小さなお雛様やお
きあげ雛（押し絵）など、江戸中期から現代までの多彩な人形が展示されます。
【期間中実施予定のイベント】
・城下町中津のひなまつりフェア

日時：ひなまつり開催期間中

ひなまつり会場地区内の参加店舗による、各種サービスの実施。
・参加型人間ひな飾り

日時：3 月 4 日（土）
、3 月 5 日（日）
場所：中津城

・城下町中津のひなまつり着物コンテスト

日時：2 月 25 日（土） 13：40～
3 月 11 日（日） 14：00～

・ひなまつり仮装パレードコンテスト

日時：2 月 25 日（土） 14：45～

・お茶会、琴の演奏
問合先：
（一社）中津耶馬溪観光協会（64－6565）
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◎南部自由市場
日時：2 月 26 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。地元産品の野菜・果物、地元で話題の一銭洋食・手作り豆腐
など魅力的な店舗が商店街にずらりと並びます。
問合先：商工振興課（22-1111・内線 421）

◎城下町中津あきんど市場
日時：3 月 4 日（土） 11 時～14 時
場所：日ノ出町アーケード
内容：商店街のみなさんのほか、地元の人気店が多数出店予定です。
問合先：商工振興課（22-1111・内線 421）

◎コミュニケ―ション能力を上げよう！映画ワークショップ（第 3 回）
～門馬直人監督＆一雫ライオン氏トークショー～
日時：3 月 5 日（日） 13 時～15 時
場所：リル・ドリーム
内容：中津をメインロケ地として撮影した映画「サブイボマスク」の監督・門馬 直人氏お
よび脚本・一雫 ライオン氏をお招きしてトークショー＆演技指導を予定しています。
問合先：秘書広報課（22-1111・内線 781）

◎第４回城下町ウォークラリー「家族でまちなみ歴史探検」
日時：3 月 12 日（日） 9 時～12 時頃
場所：中津城公園 ふじ棚前 午前 9 時から 10 時受付後、各自スタート
内容：「城下町中津のひなまつり」でにぎわう中津城界隈からレトロなまちなみが残る諸町
通りまで、江戸時代の地図を持ってウォークラリー形式で探検します。お友達や家
族と一緒に、中津の偉人・賢人や郷土の歴史を再発見しませんか。
問合先：南部公民館 南部まちおこし講座事務局（25-0822）
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◎第 19 回小平椿まつり
日時：3 月 19 日（土）・20 日（日） 9 時～16 時
場所：小平遺跡公園（法華寺）
（大字福島）
内容：法華寺には、県指定保護樹林に指定されている高さ 10m ほどのヤブツバキがありま
す。また、背後の小高い山（通称：法華山）にも高さ 2～3ｍほどのヤブツバキがあ
ります。これらが可憐な花の最盛期を迎えます。
問合先：小平椿まつり実行委員会（32-0712）／区長 松永

◎漁師さんの朝市
日時：3 月 19 日（日） 7：00～
場所：小祝漁港
内容：毎月、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：水産振興課（22－1111・内線 406）

◎犬丸天満宮御開帳大祭
期間：3 月 24 日（金）～26 日（日）
場所：犬丸天満宮（中津市大字犬丸）
内容：犬丸天満宮（大字犬丸）で、330 年あまり続く御開帳大祭が斎行されます。24 年ご
との酉年に御開帳する大祭で、「御神体」「御客天神」のほか「天満宮縁起絵巻」な
どの社宝、中尾河内守安房ゆかりの先祖祭りに関する古文書など、天満宮ゆかりの
宝物を一同に展示する予定です。
問合先：犬丸天満宮・総代 中尾英治（TEL：32-1230）

◎九州地震復興応援イベント「JoyCollection ダンスフェスティバル 2017」
期間：3 月 25 日（土）
場所：レストハウス洞門-LuxeGarden-駐車場特設会場（本耶馬渓町曽木）
内容：オープンクラス(中学生以上)とキッズクラス(小学生以下)に分かれてダンス大会が
行われます。地元のグルメが味わえるお店も多数出店します。
問合先：レストハウス洞門-LuxeGarden-（TEL： 52-2432）
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◎八面山桜ウォーク
日時：3 月 26 日（日） 9:30～12:00
場所：八面山（三光田口）
参加料：大人 1,000 円、小学生以下 800 円

（参加賞、昼食代、保険料含む）

申込期間：2 月 27 日（月）～3 月 13 日（月）
募集人員：70 名（先着順）
内容：桜を見ながら春の八面山を歩くイベントです。桜の綺麗な平和公園や荒田川道路沿
いを巡ります。ウォーキング後はお好きな場所で、桜を見ながら食事をお召し上が
り下さい。
問合先：三光支所総務課（43-2050）

◎南部自由市場
日時：3 月 26 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。地元産品の野菜・果物、地元で話題の一銭洋食・手作り豆腐
など魅力的な店舗が商店街にずらりと並びます。
問合先：商工振興課（22-1111・内線 421）

◎夜桜お八～夜桜ライトアップとイルミネーションと夜景～
日時：3 月下旬～4 月上旬（桜の開花時期に合わせて開催） 19：00～21:00
場所：八面山野外音楽堂周辺（三光田口）
内容：八面山野外音楽堂周辺の桜をライトアップし、イルミネーションを点灯します。ま
た、四季の丘公園もイルミネーションで飾りつけを行います。春の八面山で、幻想的
な夜桜と綺麗なイルミネーションと今年度「日本夜景遺産」に認定された八面山から
の夜景の、3 つの輝く光を楽しみませんか？
問合先：三光支所総務課（43-2050）

◎中津城 二の丸公園桜まつり
日時：3 月下旬～4 月上旬（ライトアップ：未定）
場所：中津北公園（二の丸公園）
内容：二の丸公園周辺の約 150 本の桜が咲き誇ります。期間中は 18 時～22 時までボンボリ
を点灯し、会場をライトアップしていますので、夜桜もお楽しみいただけます。
問合先：二の丸公園桜祭り世話人会（22－1172）／事務局 出利葉
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◎深泉寺の桜まつり
日時：4 月 1 日（土）～4 月 9 日（日）
場所：深泉寺（三光上深水）
内容：深泉寺は応永 2 年(1395 年)に開山された曹洞宗(そうとうしゅう)の古刹(こさつ)で、
境内には 200 本ほどの桜があります。なかでも、樹齢 280 年を超えるしだれ桜は雄大
で可憐な花を咲かせ訪れる人たちを魅了しています。桜の開花期間に合わせ『深泉寺
の桜まつり』を開催します。週末には歌や踊りのステージイベントや地元の方による
餅つきなどが行われます。
問合先：三光支所総務課（43-2050）

◎キック＆キャッチ in 八面山
日時：4 月 2 日（日） 9 時～
場所：八面山野外音楽堂周辺（三光田口）
参加費：4,000 円/組（4～6 人）
募集期限：2 月 1 日（水）～3 月 24 日（金）まで
募集：30 組（先着順）
賞金：5 万円他
内容：キッカーがキック位置からボールをキックし（ボールは置いても、持っても可）、キ
ャッチャーが得点ゾーンでボールをキャッチして、キャッチ位置の合計得点を競いま
す。チーム制で 1 チーム 4 人～6 人以内、子どもだけのチームは不可です。
（中学生以
下は保護者 1 名必要）また、ゴム長靴を着用（サッカーシューズ、裸足は不可）して
のキックとなりますので、各自で準備してください。上位入賞者には景品があります。
問合先：中津市しもげ商工会三光支所（43-2174）

◎大貞公園桜まつり
日時：未定（ライトアップ：未定）
場所：大貞公園（大字大貞）
内容：大正初期に地域の住民が数百本の苗木を植えて育成。戦後さらに育成して、周辺に
は約 1,300 本の桜が咲き誇ります。期間中はボンボリを点灯し、会場をライトアップ
しますので、夜桜も楽しめます。
問合先：大貞公園桜まつり協賛会（090-1368-1763）／ 自治委員 柿内
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◎桧原マツ
日時：4 月 9 日（日） 10 時～15 時 30 分
場所：桧原山正平寺（中津市耶馬溪町大字中畑）
内容：鎌倉時代に始まったとされる「桧原マツ」は、五穀豊穣を祈願する神仏習合の特異
な祭りです。講堂での法要の後、ホラ貝の響きを合図に「お上り」が始まり、薙刀
をもった白装束の僧兵を先頭に、三基の神輿が下宮から 200ｍ離れた本堂へ駆け上が
ります。
その後境内で「御田植式」が始まります。これは、演者が稲作の一連の所作を古式
にのっとりユーモアたっぷりに演じるもので、毎年観客者とのかけあいが楽しみの
一つとなっています。
問合先：桧原山正平寺（54-3260）、耶馬溪支所総務課（54－3111）

◎長谷観音大祭
日時：4 月 20 日（木）
場所：長谷寺（三光西秣）
内容：長谷寺は、神亀(じんき)元年(724 年)の開山で、九州西国(さいごく)霊場 2 番札所(ふ
だしょ)の古刹(こさつ)です。
祭りでは住職による護摩炊き(ごまだき)、般若心経(はんにゃしんぎょう)の唱和と
長谷寺の秘伝で、国指定重要有形文化財である銅造観音菩薩立像（どうぞうかんの
んぼさつりゅうぞう）が、一般に開帳されます。
九州最古の飛鳥仏である銅造観音菩薩立像が開帳される年に一度のお祭りに、お越
し下さい。
問合先：三光支所総務課（43-2050）

