
【中津市】H29.8.29（火）記者会見資料 

 

中津市 9月～10月上旬のイベント等情報について 

 

◎中津名物はもフェア  

■日時  9月 1日（金）～10月 31日（火） 

■場所 市内参加店舗 

■内容 中津市の特産品である「はも」を対象としたスタンプラリーです。フェア参加店に

おいて、はも料理を食べそれぞれの店舗備え付けのスタンプを 1個ゲットし（1,000

円でスタンプ 1 個進呈）各店舗に設置している投函箱に投函して応募します。応募

者の中から抽選で、はも関連商品が当たります。 

■問合先 （一社）中津耶馬渓観光協会（☎0979－64－6565）  

 

◎白髭神社例大祭（大名行列）  

■日時 9月 17日（土） 17時～22時 

■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。 

■問合先 白髭神社（☎0979－22－7037）  

 

◎薦神社仲秋祭  

■期日 9月 16日（日）・17日（祝） 

■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。 

■問合先 観光推進課（☎0979－22－1111・内線 391）  

 



◎第 10回からあげフェスティバル  

■日時 9月 16日（土）・17日（日） 10時～17時 

■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 10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、からフェス総選挙や手羽王決定戦、スイーツキャラバンなど様々

なイベントが目白押しです。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。 

■参考 

【「マンガにくからあげ】お披露目会】 

今年は「聖地 中津からあげの会」が大分県中津市のからあげ文化を広く PRするため、

さらには県北への観光客誘致のため、「マンガにくからあげ」の商品開発および販売を企

画しており、関係者および報道機関向けのお披露目・試食会を開催します。 

日時 平成 29年 9月 6日（水）10時～ 

場所 グランプラザ中津ホテル 2階 グランルーム B 

【カラアゲニスト総会】（主催：一般社団法人日本唐揚協会） 

一般社団法人日本唐揚協会は、唐揚検定に合格した認定カラアゲニストが 8 万人を突

破したことを記念して、唐揚好きな人たちが集い唐揚の素晴らしさを共有し語りえる場

であると共に、唐揚好き達が唐揚の今後の方向性を共有するための機会として、カラア

ゲニスト総会を開催します。 

今年は、干支が酉（トリ）年であり平成 29（ニク）年、そして、からあげフェスティ

バルが記念すべき 10 回目となる記念づくしの年です。からあげの聖地 中津市に全国か

らカラアゲニストが集結します！ 

日時 平成 29年 9月 16日（日）10時～ 

場所 イオンモール三光特設会場 

■問合先 からあげフェスティバル実行委員会（NOAS FM内）（☎0979－27－0786）  

 

◎かっぱ祭り（白地楽）  

■日時 9月 17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。 

■問合先 亀岡八幡神社（☎0979－62－2419）  

 

◎漁師さんの朝市  

■日時 9月 17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（☎0979－22－1111・内線 406） 



◎かっぱ祭り（①樋山路楽・②二瀬楽）  

■日時 ①9月 21日（木） 16時～ 

  ②9月 22日（金） 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。  

■問合先 中津市耶馬溪支所地域振興課（☎0979－54－3111）  

 

◎耶馬トピア 千灯籠夜フェス ※チラシあり 

■日時 9月 23日（土） 11時～20時  ※雨天の場合は翌日開催 

■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 2,000もの竹灯籠で彩り、訪れた人々を夢想の大世界へと  

      誘います。会場ではマルシェがオープンし、特設ステージでは「222（ふうふうふう）」

「三宅農園音楽部」のコンサートが行われます。 

■問合先 道の駅耶馬トピア（☎0979－52－3030）  

 

◎南部自由市場   

■期日 9月 24日（日） 

■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（☎0979－22-1111・内線 421）  

 

◎箭山神社神幸祭   

■期日 10月 1日（日） 

■場所 箭山神社（三光田口）～お仮屋（三光森山） 

■内容 神輿 3体と傘鉾 4基が箭山神社を出発して、三光各地区を練り歩き無病息災を願い

ます。 

■問合先 三光支所地域振興課（☎0979－43－2050）  

 



◎斧立八幡神社神幸祭（2年に 1度のご巡行）   

■期日 10月 1日（日） 

■場所 斧立八幡神社（三光臼木） 

■内容 神輿 1体と傘鉾 4基が斧立八幡神社を出発して、真坂校区を練り歩き無病息災を願

います。 

■問合先 三光支所地域振興課（☎0979－43－2050）  

 

◎第 4回「今津大たいまつ」～夜空を焦がす大たいまつ～  

■日時 10月 7日（土）18時～（開会式・点火） 

■場所 今津（犬丸橋、今津橋） 

■内容 河川内に設置した大たいまつに、橋の上から火矢を射って点火します。 

■問合先 今津大たいまつ実行委員会（☎090－1874－8051）  

 

◎恵比須祭り  

■日時 10月 7日（土）・8日（日） 

■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。 

■問合先 中津市観光推進課（☎0979－22－1111・内線 391）  

 

◎三光コスモス祭り  

■日時 10月 8日（日）～10月 29日（日） 10時～15時（時間外も見学は可能） 

■場所 三光原口・成恒 

■内容 九州一の「三光コスモス園」。中津市のシンボル八面山の裾野に広がる転作田（16ha）

におよそ 2800 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。 

■問合先 三光支所地域振興課（☎0979－43－2050）  

 

◎北九州－中津ウオーキング大会  

■日時 10月 14日（土） 7時 30分～19時頃 

■場所 中津市役所～勝山公園（小倉北区） 

■内容 中津市を流れる山国川の水は、渇水に備えた水源として北九州市まで「耶馬溪導

水」としてつながれています。この「耶馬溪導水」設置 20 周年を記念して昨年実施

した「北九州－中津ウオーキング大会」を今年も開催します。今年は前回とは逆のコ

ースをたどり、ゴールの勝山公園（北九州市小倉北区）を目指します。 

■問合先 総合政策課（☎0979－22－1111・内線 247）  

 



◎楽市楽座 楽農文楽あきまつり 

■日時 10月 14日（土）・15日（日） 

■場所 豊後町、蛎瀬、桜町通り（通称：楽一通り） 

■内容 蛎瀬、豊後町を通る通称：楽一通りで、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、骨董市、縁日広場、フラメンコ、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。 

■問合先 楽一通り・夢サミット（☎0979－24－3901）  

 

◎中津城観月祭  

■日時 10月 14日（土）・15日（日）（予定） 

■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。 

■問合先 ステージ中津 491（担当：今吉）（☎0979－23－1820）  

 

◎第 20回 八面山アタック  

■日時 10月 15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。 

■問合先 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 29日（日） 9時～（受付 8時 00分～） 

■場所 耶馬溪支所裏 柿坂河川敷（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 

■問合先 耶馬溪支所地域振興課（☎0979－54－3111）  

 

◎第 9回耶馬溪観光秋まつり  

■日時 10月 29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。 

■問合先 耶馬溪支所地域振興課（☎0979－54－3111）  



耶馬トビ;千灯寵夜フェス
I

Yapatopi五　Sentorouya Fes

Day　9月23日　_　祝日

Place道の駅｢耶馬トピア｣

大分県中津市本耶馬渓町曽木2193-1

雨天の場合は翌日開催

タイムスケジュール

ll:00-　マルシェ　オープン

蕎麦レストラン　オープン

道Ca俺　オープン

やぼけい情報館　オープン

17:00　千灯籠夜　開会式

17 : 30　ZENKAI太鼓｢和｣

18:00　耶馬渓神楽

18:30　火入れ

2,000もの竹灯徳に来場者が

灯りをともします｡

18:50　222 (ふうふうふう)

19:20　三宅農園　音楽部

20:00　閉会式

マルシェ出店募集(雑鰯限定先着2｡店舗)

●区　画:3mx3m　出店料1,000円ブースのみ

●レンタル･テーブル1台･イス2台セット1,000円

●●場内遊歩道沿いにターフテントを張っていただきます｡

主催　千灯籠夜実行委員会　血0979-52-3030(耶馬トピア内)



報道機関各位 

食欲 秋のグルメイベント情報!!  

祝 10周年！からあげの聖地で年に一度の味比べ！ 

第１０回からあげフェスティバル 
 

祝 10 周年！からあげの聖地・大分県中津市で開催される、からあげ文化発信を目的とし

た、年に一度のからあげ味比べイベントが、お蔭様で今年開催１０周年を迎えました！から

あげの聖地・大分県中津市と、からあげ専門店発祥の地・大分県宇佐市からは、２１店舗

のからあげ専門店が参加します！さらに県外枠として、一般社団法人日本唐揚協会主催の

「からあげグランプリ®」にて最高金賞を受賞した超有名からあげ専門店の中から、愛知・

大阪・兵庫より４店舗が参加し合計２５店舗の絶品からあげ店が盛り上げます！ 

また運営費並びに売上の一部を「平成 29年 7月九州北部豪雨災害」の被災された地域へ

支援いたします。 

 

 

 

☆今年のからフェス®は一味違う！！10周年の特別企画が盛り沢山！！☆ 

①よしもと芸人特別ステージ開催！ ⇒あの FUJIWARAがからフェス®にやってくる！ 

②からフェス®総選挙 ⇒我こそは！と 12店舗エントリー！1位を決めるのはあなたです！ 

③手羽王決定戦⇒腕相撲に自信のある方集合！アームレスリングマッチで最強手羽王を決定！ 

④スイーツ×キャラバン 

⇒ソフトクリーム・クレープ・シェーキなど「からあげ×スイーツ」コラボが実現！ 

 

 

 

 

 

 

 

■第 10回からあげフェスティバル 

■日程：平成 29年 9月 16日（土）・17日（日） 9月第 3週目 

■時間：両日ともに 10：00～17：00 ※小雨決行 

■場所：大分県中津市 イオンモール三光 E駐車場特設会場 

■来場目標人数：10万人 

■主催・問合せ：からあげフェスティバル実行委員会 

Tel：0979-27-0786（ノースエフエム内）荒川 

通 算 総 動 員 数  約 ５ ０ 万 人 ! ! 

9/16日（土） 

・ 

9/17日（日） 



報道機関各位 

アニメファン必見！！ついに登場！！ 
聖地 中津からあげの会 開発 夢のコラボグルメ企画 

「マンガにくからあげ」お披露目会  
 

この度、我々「聖地中津からあげの会」では、大分県中津市のからあげ文化を広くＰＲ 

するため、さらには県北への観光客誘致のため、「マンガにくからあげ」の商品開発並びに

販売を企画しておりました。 

つきましては関係者各位・報道機関様へ自信作の商品のお披露目、試食会を開催する運び

となりましたので、「お披露目会」のご案内をお送りさせていただきます。 

 

【日時】平成 29 年 9 月 6 日（水）10：00～ 

【場所】グランプラザ中津ホテル 2F グランルーム B 

【内容】マンガにくからあげお披露目、試食、写真撮影会 

（試食のお時間を含め、1時間程度を予定しています） 

 

尚、この「マンガにくからあげ」は 9 月 16 日（土）17 日（日）にイオンモール三光にて

開催されます「第 10回からあげフェスティバル」の会場にて、初の一般向け販売を行いま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「マンガにくからあげ」は商標登録出願中です。 

 

■「マンガにくからあげ」お披露目会 

【日時】平成 29 年 9 月 6 日（水）10：00～ 

【場所】グランプラザ中津ホテル 2F グランルーム B 

【内容】マンガにくからあげお披露目、試食、写真撮影会 

 

■問合せ：事務局 NOAS FM 0979-27-0786（ノースエフエム内）担当・恩塚 

9/6 

（水） 

本体：約 20cm 

※こぶし 2個分 

幅：約 10cm 

長さ：約 30cm 

総重量：約 0.4kg 


