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中津市 11月～12月のイベント等情報について 

 

◎光のアート耶馬渓～耶馬渓絶景ライトアップ～  

■日時 10月 21日（土）～12月 3日（日）17:00～21:00まで 

■場所 青の洞門（本耶馬渓町曽木）・御霊もみじ（耶馬溪町戸原）・ひさしもみじ（耶馬溪  

       町深耶馬）・猿飛千壺峡（山国町草本） 

■内容 例年ライトアップを行っている深耶馬溪のひさしもみじに加え、今年は新たに、青

の洞門・競秀峰、御霊もみじ、猿飛千壺競をライトアップ。夜の観光スポットに絶

景の世界が広がります。 

■問合せ先 （一社）中津耶馬渓観光協会（☎0979-64-6565）  

 

◎第 2回中津・耶馬渓フォトコンテスト～秋の耶馬渓編～  

■期日 11月１日（水）～12月 3日（日）※応募締切 12月 15日（金） 

■場所 中津市三光・本耶馬渓・耶馬溪・山国など市内各所 

■内容 秋の耶馬渓が主役の『第 2回中津・耶馬渓フォトコンテスト～秋の耶馬渓編～』を

開催します。今回は、「秋の耶馬渓部門」と「光のアート部門」の 2部門からの応募

が可能です。この秋は、賞金総額 30万円の賞金や特産品が当たる『第 2回中津・耶

馬渓フォトコンテスト～秋の耶馬渓編～』に是非ご応募下さい。 

■応募部門 ①秋の耶馬渓部門、②光のアート部門 

■撮影期間 11月１日（水）～12月 3日（日）に撮影されたもの。 

■賞金 賞金総額 30万円の賞金や特産品が当たります。（賞品本数 53本） 

■審査方法 1次審査・2次審査を行い、入選作品を決定します。 

■賞の発表 1 月中旬に（一社）中津耶馬渓観光協会ホームページにて発表後、表彰式を行

います。 

■応募方法 （一社）中津耶馬渓観光協会ホームページに掲載、もしくは、協会窓口・各案

内所窓口などに設置してある、フォトコンテストのチラシ裏の応募票に必要事項を

記入の上、作品の裏面に貼付もしくは作品と同封して郵送または、事務局窓口まで

ご持参下さい。 

■郵送先 大分県中津市大字島田 219-2 （一社）中津耶馬渓観光協会 

■問合せ先 （一社）中津耶馬渓観光協会（☎0979-64-6565）  

 

◎福澤諭吉記念 第 56回全国高等学校弁論大会  

■日時 11月 24日（金）9時～ 

■場所 中津文化会館大ホール 

■内容 中津市にゆかりの深い高名な思想家である福澤諭吉先生の遺徳を偲び、顕彰するこ

とを目的に、北は北海道から南は沖縄まで全国の高校生弁士の参加により、慶応義塾

と中津市の共催で開催します。 

■問合せ先 社会教育課生涯学習推進室（☎0979-22－1111・内線 481）  



◎コアやまくにスケートリンクオープン  

■期間 11月 25日（土）～平成 30年 3月 4日（日） 

■場所 コアやまくに（中津市山国町守実） 

■内容 周りを山々に囲まれ、自然に抱かれた中津市内唯一のアイススケートリンクです。

期間中は氷上運動会＜11/26（日）・2/11（日）＞やクリスマス抽選会＜12/24（日）

＞など様々なイベントも実施。ご家族やお友だちとご一緒にお越しください。 

■問合せ先 コアやまくに（☎0979-62－2140）  

 

◎第 34回諭吉の里「なかつ」ハーフマラソン・ウォーキング大会  

■日時 11月 26日（日）9時～ 

■場所 三光総合運動公園 

■内容 昭和 59年に郷土の誇りである福澤諭吉翁が新一万円札の肖像に選ばれたことを記

念して始まった諭吉の里「なかつ」ハーフマラソン・ウォーキング大会。通称「諭吉

マラソン」の愛称で、中津の秋の風物詩として親しまれています。 

■問合せ先 体育・給食課（☎0979-22－1111・内線 471）  

 

◎南部自由市場   

■期日 11月 26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）  

 

◎かまぎ餅祭り（鳩餅祭り）  

■日時 11月 26日（日） 

■場所 貴船神社（中津市大字中殿） 

■内容 昔、飢饉のあった際、白鳥（はと）の大群が芋の苗をくわえて飛来し、それが突

然餅と化して飢えに苦しむ人々を救ったとの言い伝えがあります。 

  神事の後、裸の若者たちにより「かまぎ」に詰まった白鳥（はと）の形をした神餅の

奪い合いがあり、その後餅まきが行なわれ、無病息災と五穀豊作が祈願されます。 

■問合せ先 社会教育課文化財室（☎0979-22－1111・内線 603）  

 

◎八面山荒田川紅葉ライトアップ  

■日時 11月 28日（火）～12月 3日（日）18時～20時 

■場所 八面山荒田川 

■内容 八面山荒田川の紅葉をライトアップします。闇に浮かび上がる幻想的な紅葉を是非

ご覧ください。 

■問合せ先 三光支所地域振興課（☎0979-43-2050）  

 



◎禅海ふるさとまつり 2017  

■日時 12月 2日（土）11時 00分～ ※雨天決行 

 花火 18時 00分～19時の間の 30分間程度（荒天時は 12月 31日に延期） 

■場所 レストハウス洞門駐車場内特設会場（中津市本耶馬渓町曽木） 

■内容 ステージではお笑いライブや踊り・バンド演奏、会場では中津からあげといったご

当地グルメから朝倉市の柿といった周辺の美味しい食べ物・珍しいものの露店やフリ

ーマーケットが盛り沢山です。家族で楽しめる縁日や働く車輌展示などもあります。

フィナーレには青の洞門に響き渡る日本一の音の花火をお楽しみください。 

  当日は中津駅から会場まで無料シャトルバスも運行します。 

 ■問合せ先 禅海ふるさとまつり実行委員会（中津市しもげ商工会本耶馬渓支所内） 

（☎0979-52－2500）  

 

◎城下町中津あきんど市場  

■日時 12月 2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。 

■問合せ先 商工振興課（☎0979-22-1111・内線 421）  

 

◎脚本づくりワークショップ（第 2回）  

■日時 12月 2日（土）11時 00分～ 

■場所 中津市役所 4階 研修室 

■内容 中津市では今年、みなさんが脚本づくりから撮影まで手掛ける PR 動画をつくりま

す。中津市がメインロケ地の映画「サブイボマスク」の脚本を担当した一雫ライオン

氏を招いた「脚本づくりワークショップ（第 2回）」を開催します。（10月 22 日に第

1回を開催） 

■問合先 秘書広報課（☎0979-22-1111・内線 781）  

 

◎やんさ祭り  

■日時 12月 2日（土） 20時頃～ 

■場所 大野八幡神社（中津市耶馬溪町大字大野） 

■内容 寒中の夜に大野八幡神社で行われる勇壮な裸の餅つき祭り。長岩城 18 代の城主・

野中能登守弘道が、相州鎌倉より鶴ヶ岡八幡宮の神霊を勧請して、当郷の守護神と崇

めまつる。この時に、野中の若侍 33 人が、鏡餅をついて神前に供えたのがこの行事

の始まりといいます。33 人に因んで決められた 3 升 3 合 3 勺のもち米を、神官のお祓

いを受けた褌一つの裸の若者達が、かけ声勇ましく「やんさ、やんさ」と、6尺の樫の

杵棒にて、７臼半の餅をつく。つき終わると同時に、威勢のよい掛け声にて、臼を守

る座元側と、これを倒そうとする氏子側とにわかれた壮烈な攻防戦があります。最初

の一臼は神前に供える鏡餅として、次の臼からは厄除けとして参拝者に配り、最後の

一臼は雑煮として神主を中心に餅つきの若者及び座元で五穀豊穣を祝って食べる。 

■問合せ先 総代（宮野）（☎0979-54-2493）  



◎特別展 空から見るやばけい遊覧  

■期間 12月 8日（金）～平成 30年 2月 7日（水） 

■場所 耶馬渓風物館 

■内容 日本遺産「やばけい遊覧」をテーマに中津・玖珠で企画展を同時開催します。中津では、

鳥瞰図絵師として大正時代の観光ブームを支えた吉田初三郎の作品をはじめ、耶馬渓の

古写真などを展示します。 

■問合先 社会教育課文化財室（☎0979-22－1111・内線 602）  

 

◎特別展 「解体新書」と前野良沢  

■期間 12月 9日（土）～平成 30年 2月 12日（祝） 

■場所 大江医家史料館 

■内容 「解体新書」編纂の中核を担った中津藩医・前野良沢。平成 30 年度の NHK 正月時

代劇は、そんな彼を主人公とする「風雲児たち～蘭学革命編」に決定しました。そこ

で、良沢ゆかりの地中津市では、放映を記念し良沢の足跡を紹介するとともに「解体

新書」前後の医学の歴史に関する特別展を開催します。「解体新書」初版本（当館蔵）

をはじめ、「解体新書」刊行までの事績を記した「蘭学事始」などの貴重な資料を展

示します。 

■問合先 社会教育課文化財室（☎0979-22－1111・内線 603）  

 

◎新そば祭り  

■日時 12月 10日（日） 10時～15時 

■場所 やかた田舎の学校（本耶馬渓町東屋形 510） 

■内容 「やかた里山体験学校」本年の集大成。新そば祭りで、手打ちそばを満喫しよう！

数量限定で早い者勝ち。事前予約受付中です。 

■問合先 やかた田舎の学校（☎0979-52－3115）  

 

◎漁師さんの朝市  

■日時 12月 17日（日）7時～ 

■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。 

■問合せ先 水産振興課（☎0979-22－1111・内線 406）  

 

◎南部自由市場   

■期日 12月 17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）  



◎第 8回 Love ファンタジア中津 2017～愛を未来へつなぐ～ 

■日時 12月 23日（祝）11時～20時 30分 

■場所 ダイハツ九州スタジアム横/大貞総合運動公園 

■内容 今年のテーマは「愛を未来へつなぐ」とし、イルミネーションと花火で中津の冬空

を彩ります。餅まきやキッズダンスのほか、大食い大会、ライブ、2017発の打ち上げ

花火など様々なイベントが目白押しです。 

■問合せ先 Loveファンタジア実行委員会（中津商工会議所青年部）（☎0979-22-2250）  

 

◎NHK正月時代劇「風雲児たち～蘭学革命篇～」放送前日プレミアムトーク！in中津 

■日時 12月 31日（日）14時 30分～ 

■場所 中津文化会館 

■内容 2018ＮＨＫ正月時代劇が、江戸時代の中津藩医・前野良沢を主人公とする「風雲児

たち～蘭学革命（れぼりゅうし）篇～」に決まったことを受け、平成 29 年豪雨災害

からの復興支援として、前野良沢役を演じる片岡愛之助さん他出演者のみなさんをお

招きし「放送前日プレミアムトーク！in中津」を開催します。 

■問合先 中津市ロケツーリズム推進協議会事務局（中津市秘書広報課内） 

（☎0979-22-1111・内線 781）  

 


