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中津市１月～2月のイベント等情報について 

 

 

◎周防灘地域大物産展 in FUKUOKA  

■日時 1月 19日（金）～21日（日） 10：00～17：00（21日は 16：00まで） 

■場所 福岡市役所前ふれあい広場 （福岡市中央区天神 1-8-1） 

■内容 大分・福岡両県に位置する周防灘地域の豊富な農林水産物や食品加工品、工芸品など地

域固有の特産品を九州最大のマーケットである福岡市で展示・販売し、PR を行う「周防

灘地域大物産展 in FUKUOKA」を開催します。 

■問合せ先 周防灘地域商工会議所・商工会連携大物産展実行委員会（☎0979－22－2250）   

 

◎第 50回三光地区内一周駅伝競走大会  

■日時 平成 30年 1月 21日（日） 9:00～開会式 

■場所 上深水中畑神社前（スタート）・三光公民館前（ゴール） 

■内容 三光村合併前の旧村単位である、真坂・山口・深秣の 3 地区の対抗で行われます。小学

生・中学生・高校生・一般の各男女の選手達が、三光地区内の全 15 自治区を通過しなが

ら、11 区間 22.5km を 1 本の「たすき」を繋いでいきます。 

昭和 43 年に始まり半世紀続いた本大会は、今回が最後の開催となります。 

■問合せ先 体育・給食課（☎0979－22－1111）  

 

◎福澤記念館企画展「福澤諭吉と西南戦争」～西郷隆盛と増田宋太郎をめぐって～  

■期間 平成 30年 1月 27日（土）～3月 21日（祝） 

■時間 9：00～17：00（入館 16：30まで） 

■場所 福澤記念館 

■内容 福澤諭吉は、西郷が示した「抵抗の精神」を高く評価し、著書「丁丑公論」で西郷を弁

護しています。また、諭吉の再従兄弟にあたる増田宋太郎は、西南戦争で中津隊を結成し

士族の反乱軍に加わり、鹿児島の城山で戦死しました。今回の企画展では、福澤が西郷を

弁護した「丁丑公論」などの著書や西南戦争に関する福澤直筆原稿、また、増田宋太郎の

関係資料などとともに、明治という時代背景や西南戦争を取り巻く三人の関係性を紐解き

ます。 

■問合せ先 （公財）福澤旧邸保存会（☎0979－25－0063）  

 



◎一節切コンサート  

■日時 平成 30年 1月 28日（日）13：00～ 

■場所 大江医家史料館（中津市 906番地 鷹匠町） 

■内容 平成 30年の NHK正月時代劇「風雲児たち～蘭学革命篇～」の協賛記念特別展「解体新書」

と前野良沢に伴い、前野良沢が愛した楽器・一節切のコンサートを開催します。 

■問合せ先 社会教育課文化財室（☎0979－22－1111）  

 

◎平成 2９年度中津市民講座  

■日時 平成 30年 1月 28日（日）13：30～ 

■場所 中津文化会館 

■内容 中津市体育協会では、毎年著名人をお招きし、経験に裏打ちされた貴重なお話を市民に

お届けする「中津市民講座」を開催しています。今回は、柔道日本代表選手として活躍し

た篠原信一さんを講師にお招きし、「規格外」と題して講演を行っていただきます。 

■問合せ先 体育・給食課（☎0979－22－1111）  

 

◎ＩｏＴ活用セミナー  

■日時 平成 30年 1月 30日（火）14:00～17:00 

■場所 大分県立工科短期大学校（中津市大字東浜 407番地 27） 

■内容 中津市では、大分県と連携して IoT や AI（人工知能）、ロボットなどの先進技術を取り

込むことにより、地域課題を解決し、地域産業に新たな活力を創造する｢OITA4.0｣の実現

を目指しています。この度、中津市工業連合会が、IoT技術人材の育成と企業の生産性向

上や新たなビジネス展開を目的に、「IoT活用セミナー」を開催します。 

■問合せ先 商工振興課（☎0979－22－1111）  

 

◎福澤諭吉先生第 118回忌法要及び記念講演会  

■法要日時  平成 30年 2月 3日（土）9：20～ 

■法要場所  明蓮寺（桜町） 

■講演会日時 平成 30年 2月 3日（土）10：00～12：00 

■講演会場所 リル・ドリーム（大字島田） 

■講演会演題 「福澤諭吉にとっての明治元年（慶應 4年）―明治 150年に際して―」 

■講演会講師 山内 慶太氏（慶應義塾大学看護医療学部 教授） 

■内容 福澤諭吉先生の命日である 2 月 3 日に、福澤家累代の墓所がある明蓮寺で法要を営んだ

のち、リル・ドリームにて記念講演会を開催します 

■問合せ先 （公財）福澤旧邸保存会（☎0979－25－0063）  

 



◎中津商工会議所青年部創立 30 周年記念講演会  

■日時 平成 30年 2月 3日（土）13:00～15:00 

■場所 中津市立小幡記念図書館 研修室 （中津市片端町 1366-1） 

■内容 中津商工会議所青年部は、昭和 63年 3月の創立から 30周年を迎えます。今回、30周年

記念大会を実施し、地域活性化のために何ができるか、そして『できない』を『できる』

に変え、役割を細分化しながら『活気あるまち』を取り戻すための実践的な取組みについ

て学ぶことを目的に、「中津商工会議所青年部創立 30周年記念講演会」を開催します。 

■問合せ先 商工振興課（☎0979－22－1111）  

 

◎福島神楽（国指定重要無形民俗文化財）  

■日時 2月 4日（日） 11：00～23：00 

■場所 加茂神社（大字大新田） 

■内容 国指定重要無形民俗文化財の福島神楽が、豊前神楽最大の演目・湯立神楽三十三番を奉

納します。16時 30分頃からの道神楽に引き続き、湯立の演目を奉納する予定です。 

■問合せ先 社会教育課文化財室（☎0979－22－1111）   

 

◎万年願・北原人形芝居（県指定無形民俗文化財）  

■日時 2月 4日（日） 12：30～ 

■場所 原田神社（大字北原） 

■内容 人形芝居の起こりは、鎌倉時代に北条時頼が諸国巡歴の途中、この地で病に倒れたとき、

村人の献身的な看護により回復しました。全快祝いの席で村人が手の甲に目鼻を書き、袖

口からそれをのぞかせて余興としたのが起こりと言われています。踊りは狂言や浄瑠璃が

取り入れられ、翁渡（おきなわたし）をはじめ全部で 6幕が奉納されます。この中には三

保小学校の児童による人形芝居も上演されます。 

■問合せ先 社会教育課文化財室（☎0979－22－1111）   

 

◎桧原山節分鬼会 

■日時 2月 4日（日） 14：00～ ※高冷地のため、積雪時一般参拝中止の場合あり 

■場所 桧原山正平寺（中津市耶馬溪町大字中畑） 

■内容 行事はまず、「般若心経」というお経を数日前から 365回読み続け、当日に全てが読み終

わるように“おつとめ”をします。その後、全国 60 余州の神々を勧請して厄除け家内安

全をお祈りします。参拝者は読経の後、経典で体を叩いてもらい、1年の無病息災を祈願

します。次に赤鬼青鬼がたいまつと鈴のついた杓子をもって災厄を祓う鬼の踊りをします。 

また、別の鬼が香水という踊りを行います。鬼行事の後、年男により豆まきが行われ  

ます。 

■問合せ先 桧原山正平寺（☎0979-54-3260）、耶馬溪支所地域振興課（☎0979-54－3111）  

   



◎第 17 回本耶馬渓そばまつり  

■日時 2月 3日（土）・4日（日） 10：00～14：00 

■場所 道の駅耶馬トピア（中津市本耶馬渓町曽木） 

■内容 秋に収穫された、挽きたて・打ちたて・茹でたての「3 たて」の手打ちそばを食べ放題

で味わうことができます。かけそばとざるそばに加え、かき揚げ等のトッピングやソバの

実入りごはんなどそばづくし！全て食べ放題です。※事前予約必須。 

■問合せ先 道の駅 耶馬トピア（0979-52-3030）  

 

◎白鷺稲荷社初午祭 

■日時 2月 7日（水） 10：00～  

■場所 白鷺稲荷社（留守居町） 

■内容 旧暦二月の最初の午の日は「初午」といわれ、京都・伏見稲荷大社を御本社にあおぐ全

国のお稲荷様のお祭りの日にあたります。白鷺稲荷社ではこの日に「初午祭」が行われ、

市民の健康や市の発展が祈願されます。 

■問合せ先 （一社）中津耶馬渓観光協会（☎0979－64－6565） 

 

◎「第 33回国民文化祭・おおいた 2018」「第 18回全国障害者芸術・文化祭おおいた大会」 

プレイベント 福澤諭吉記念第 9回諭吉かるた大会  

■日時 2月 10日（土） 13時 30分～ 

■場所 錬心舘（南部小学校前） 

■内容 福澤諭吉の偉業や生涯をいろはかるたで表した「諭吉かるた」を使用し、平成 21年度に

第 1回目を開催しました。福澤諭吉について、子ども達に興味関心を高めさせることを目

的とし、市内小学校から約 30 チームが参加予定です。小学校低学年、高学年のそれぞれ

のカテゴリーで学校対抗の対戦を行い、優勝、準優勝を決定しています。（慶應義塾、公

益財団法人福澤旧邸保存会が後援） 

※今年は、国民文化祭及び全国障害者芸術・文化祭が大分県で開催されるため、プレイベ

ントとして開催します。 

■問合せ先 社会教育課生涯学習推進室（0979-22-4942）  

 

◎おしんげや（鎮疫祭）鬼やらい 

■日時 2月 11日（日） 11:00頃～ 

■場所 薦神社（大字大貞） 

■内容 千年以上の歴史を持ち、無病息災、厄除け、商売繁盛などを祈る神事です。午前 11時頃

からの本殿祭に始まり、午後 1時からの神楽奉納や古くなった神札や正月飾りなどを焼い

て家内安全を祈願する神事へと続きます。また、参拝者には福餅、甘酒などが振舞われま

す。午後 4 時頃より境内で「鬼やらい」神事が行われます。これは、「鬼」と書いた的に

矢を放つもので、命中するまで何本も放ち、鬼退治をするものです。 

■問合せ先 薦神社（☎0979－32－2440）   



◎鶏供養  

■日時 2月 14日（水）8：30～ 

■場所 中津大神宮（二ノ丁） 

■内容 「聖地中津からあげの会」の会員店が持参したから揚げを神前に供え、鶏への感謝と商

売繁盛を祈ります。 

■問合せ先 観光推進課（☎0979－22－1111）  

 

◎第 20回城下町中津のひなまつり 

■期間 2月 24日（土）～3月 11日（日） 

■場所 南部まちなみ交流館、中津城、福澤諭吉旧居、村上医家史料館、大江医家史料館、 

歴史民俗資料館 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。 

※各地域の個人宅でも趣向を凝らしたひなまつりが開催されます。 

■問合せ先 観光推進課（☎0979－22－1111）   


