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【中津市・玖珠町連携企画】
日本遺産「やばけい遊覧～大地に描いた山水絵巻の道をゆく～」を盛り上げよう！
平成 29 年 4 月 28 日に日本遺産に認定されたストーリー「やばけい遊覧～大地に描いた山水絵巻
の道をゆく～」を広くＰＲするため、また、両市町にお住いのみなさんに知って考えていただくた
め、中津市・玖珠町が連携してシンポジウムや企画展を開催します。

吉田初三郎鳥瞰図

１．日本遺産シンポジウム「あなたからはじまる日本遺産」
地域の人たちが日本遺産を理解し、地域資源をもとに自分たちに何ができるのかを考えるきっか
けとなることを願って開催します。
■日時 11 月 26 日㈰ 13 時 30 分～
■場所 コアやまくにシアター（中津市山国町守実 130 番地）
■プログラム
1.「やばけい遊覧」ストーリー紹介
2.記念講演：
「日本遺産は文化 GDP を上げて未来にふるさとを遺す事業」
日本遺産統括プロデューサー

本田勝之助氏

3.パネルディスカッション：
「あなたからはじまる日本遺産」
パネラー：中津市・玖珠町で地域の魅力を発掘する活動をされている皆さん
コーディネーター：本田勝之助氏
＊公開で本田プロデューサーから助言をいただきます。
■当日のお楽しみ
・「吉田初三郎鳥瞰図」の復刻版パンフレット（原寸大）を当日限定プレゼント
・「やばけい遊覧」360 度 VR 動画体験コーナー
・中津と玖珠の構成文化財にちなんだ物産販売
・中津のくろかんくん・耶馬渓の禅海くん・玖珠町のくるりん初共演＋記念撮影
・玖珠町の河童祭り「岩室楽」上演

２．【中津市・玖珠町連携企画】日本遺産「やばけい遊覧」特別展を開催
中津市と玖珠町が協同で申請したストーリー「やばけい遊覧～大地に描いた山水絵巻の道をゆく
～」が日本遺産に認定されたことを記念して、中津市の「耶馬渓風物館」と玖珠町の「久留島武彦
記念館」で同一テーマ・時期での開催となります。
耶馬渓という渓谷をはさんで両側に位置する中津市・玖珠町それぞれの展示館を「やばけい遊覧」
をしながら巡っていただき、耶馬渓の魅力を楽しみながら知っていただくことを目的としています。
【テーマ】
「日本遺産やばけい遊覧～大地に描いた山水絵巻の道をゆく～」
耶馬渓風物館：
「空からみる－やばけい遊覧－」
平成 29 年 12 月 8 日～平成 30 年 2 月 7 日
久留島武彦記念館：
「文人墨客を魅了した耶馬渓」
平成 29 年 12 月 5 日～平成 30 年 2 月 11 日
【特別企画】
★平成 29 年 12 月 23 日、本耶馬渓公民館にて鳥瞰図絵師吉田初三郎研究家の益田啓一郎氏によ
る記念講演会及び展示解説開催。
★展示期間中、耶馬渓風物館で吉田初三郎グッズを販売。
３．日本遺産「やばけい遊覧～大地に描いた山水絵巻の道をゆく～」の概要
耶馬渓とは、川が溶岩台地を浸食した奇岩の渓谷で、石柱の断崖、岩窟、滝、巨石が大パノラマ
をつくっています。その深く神秘な地形は伝説と祈りの場所となり、山水画のような風景は文人画
人憧れの地でもありました。1000 年以上の昔から、人々は岩から仏、石橋、洞門、庭園と、優れた
作品を生み出し、広大な大地に配しては回遊路でつないでいき、大正時代ついに一本の絵巻物のよ
うにまとめあげました。次々と場面が展開する「耶馬渓」という山水絵巻に入り込み、空から、谷
底から、遊覧の旅をお楽しみください。
４．日本遺産とは
日本遺産とは、地域の歴史的魅力や特色を通じて我が国の文化・伝統を語るストーリーを「日本
遺産（Japan Heritage）
」として文化庁が認定するものです。平成 27・28 年度までに 37 件、本年
度は 17 件、計 54 件が認定されています。

■問合せ先：中津市教育委員会社会教育課文化財室
（TEL：0979-22-1111・内線 602）

担当：高崎・三谷
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講演『日本遺産は文化GDPを上げて未来にふるさとを遺す事業』
パネルディスカッション『あなたからはじまる日本遺産』
本 田 勝之助 氏
（日本遺産統括プロデューサー）

講師・コーディネーター

主催：中津玖珠日本遺産推進協議会
お問合せ：中津玖珠日本遺産推進協議会事務局（中津市教育委員会社会教育課文化財室内）TEL 0979-22-1111
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あべこさん
■プログラム
で記ゆ
き念る
13：00 受付開始 ゆるキャラ登場
る撮キ
よ影ャ
13：30 開会
！ ラ
と
13：40 「やばけい遊覧」ストーリーの紹介
14：00 記念講演
演題『日本遺産は文化GDPを上げて未来にふるさとを遺す事業』
本田 勝之助 氏（日本遺産統括プロデューサー）
福島県会津若松市出身。農産物や日本酒、伝統工芸品などで商品の開発
からブランディングを行い、海外輸出・インバウンド戦略などに豊富な実
績を持つ。日本遺産プロデューサーとして、日本遺産を活かした地 域づく
りやブランド化について指導・助言を行う。

14：40

パネルディスカッション
テーマ『あなたからはじまる日本遺産』 コーディネーター 本田 勝之助 氏
パネリスト 地域で “魅力を発掘” する活動をしているみなさん
台

亮嗣 氏

耶馬渓橋

耶馬溪出身。都会に憧れ進学するも、外に出て初めて地元の
魅力を感じ、Uターン。実家の台酒店を手伝いながら、耶馬
渓の魅力を発信する仕掛けを積極的に展開している。
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豊後森機関庫活用推進協議会事務局。建築設計士として働く
かたわら、豊後森機関庫の保存運動に携わる。活用推進協
議会の中心メンバーとして、ガイドや転車台の再生、ミニＳＬ
の運行等、様々な機関庫の活用を進める。

500

耶馬溪ダム

山国の歴史と文化を学ぶ会事務局。社会福祉協議会で地域の
ために勤務するかたわら、ふるさとガイドや紙芝居の活動も行
い、観光客や子供たちへ山国地域の歴史や魅力を伝えている。
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井上 龍貴 氏
玖珠町地域おこし協力隊。玖珠町出身。大分市の企業に就職
した後、Uターン。地域おこし協力隊として活動している。アー
トイベントや木工クラフトのワークショップなどを開催し、地
元の活性化に一役を買う。

16：00

フィナーレ
岩室楽（玖珠町のかっぱ祭り）上演

16：30

閉会

至大分

豊後森機関庫

九大本線
豊後森

駅

玖珠町岩室地区で行わ
れる河童楽です。中津
と玖珠に伝わる河童楽
の中でも、岩室楽は側
転してはね回る子河童
たちを大団扇や杖で封
じるのが特徴です。

