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ひなを巡って、まち歩き。 

～中津のひなまつり～ 

 

中津に春の訪れを告げる恒例イベントである「中津のひなまつり」。「城下町中津のひなまつり」は、2 月 24

日(土)～3月 11 日(日)の間、南部まちなみ交流館、福澤諭吉旧居、歴史民俗資料館、村上・大江医家史料館な

どで、絢爛豪華な有職雛や庶民に親しまれた小さなお雛様など、江戸時代から現代までの多彩な雛飾りが展示

されます。また、期間中は、諸町会場や福澤諭吉旧居等でイベントが行われるほか、「人間ひな飾り」や「お姫

様体験」、「中津城下町着物で散策」、「城下町お菓子物語」の体験プログラムも用意しています。 

また、本耶馬渓町の「ほんやばけいのひな祭り遊覧実行委員会」では、町内 5 か所でお雛様の展示やイベン

ト、2か所（飲食店）でイベントに協賛したひな祭りメニューを提供します。この 7か所を巡り、設置している

スタンプを 4か所以上押して応募すれば、抽選で本耶馬渓の特産品が当たるスタンプラリーも行います。 

その他にも、犬丸や植野、耶馬溪町など、各家庭などでもさまざまな「おひなさま」を飾って「おもてなし」

をしているところもあります。 

 

１．第 20回城下町中津のひなまつり  

 

日時：2月 24日（土）～3月 11日（日） 

場所：諸町、中津城、中津市歴史民俗資料館、福澤諭吉旧居、 

村上医家史料館、大江医家史料館など 

 

【イベント情報】 

■諸町会場 

2月 24日（土）・3月 11日（日） 11:00～12:00 

オーロラ源星中津太鼓、南部まちなみ交流館前各保育園・幼稚園パレード（旧中津家具～自性寺まで） 

2月 24日（土）  10:30～めぐみ幼稚園パレード 

3月 3日（土）  10:30～若草保育園パレード  

3月 10日（土）  10:30～中殿保育園パレード 

3月 1日（木）～4日（日） 10:30～15:30 琴の演奏（南部まちなみ交流館） 

■第 5回「歴史探検ウォークラリー」 

3月 3日（土）9：30～12：00頃 

中津城公園 ふじ棚前集合 

（参加費 100円、高校生以下無料） 

■中津城 人間ひな飾り  

3月 3日（土）・4日（日） 

12：30～、13：30～、14：30～、15：30～ 

■福澤諭吉旧居・記念館 

【お茶会（お抹茶）】参加費 200円 

期間中の土、日 11:00～14:00 

 



【琴の演奏】 

3月 3日（土）、4日（日）、10日（土）、11日（日） 

■村上医家史料館・大江医家史料館 

期間中は、入館無料です。 

■人力車の運行 ※福澤諭吉旧居駐車場で待機し、寺町等を案内します。 

 3月 4日（日） 10：30～15：30 参加料 1000円（2人まで） 

■問合先 （一社）中津耶馬渓観光協会 担当：濱田 

（TEL：0979-64-6565） 

 

２．ほんやばけいのひな祭り遊覧  

 

期間 平成 30年 2月 17日（土）～3月 18日（日） 

※期間はスタンプラリー受付期間です。展示期間や開場時間等は 

施設ごとに異なります。 

 

■会場 別紙チラシのとおり 

 

■ほんやばけいのひな祭り遊覧実行委員会名簿 

 施設名 住 所 お雛様の規模 担当者 連絡先 備 考 

1 門前茶屋のどか 本耶馬渓町跡田 約 10 体 橋本利英 0979-52-2267 実行委員長 

2 (有)西谷温泉 本耶馬渓町西谷 約 520 体 田上公彦 0979-53-2100 副委員長 

3 有料老人ホーム 

洞門の郷 

本耶馬渓町樋田 約 1000 体 梶原治孝 0979-52-3005  

4 やかた田舎の学校 本耶馬渓町東屋

形 

約 100 体 屋形徹 0979-52-3115  

5 樋田岩見屋 

（石井デンキ店） 

本耶馬渓町樋田 約 150 体 河野孝子 0979-52-2122  

6 耶馬トピア 本耶馬渓町曽木 約 20 体 高橋和美 0979-52-3030  

7 耶馬渓風物館 本耶馬渓町曽木 約 200 体 三谷紘平 0979-52-2002 協賛参加 

 

■問合先 本耶馬溪支所地域振興課 担当：島崎 

（TEL：0979-52-2211） 

 

 

【問合先】 

観光推進課 担当：倉本 

（TEL：0979-22-1111・内線 391） 

のぼりを掲げている店舗が

「ほんやばけいのひな祭り

遊覧」参加店です 
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琶⊆!墨田S害
本耶馬渓耶馬渓道路

ー西谷温泉 

開催期間:2月17日(土)～3月11日(日) ー展示数:お観桜約520体 

期間中湯茶の接待 
2124(土)AMll:00-15:00抹茶の無料接待 

特典来場者は酉谷温泉入浴¥400を¥300 
10:00-15:002月21日(水)定休日 

(TeI:0979-53-2100) 

やかだ田舎の学校

開催期間: 2月17日(土)
一3月18日(日)

展示数:お殿様約100体
土日のみ湯茶の接待あり
9;00-17:00 2I20定休日

(TeI:0979･52-3 115)

道の駅耶馬｢ピア

開催期間: 2月17日(土)
～3月18日(日)

展示数:蓄観桜約20体
期間中｢お紋様御前｣を¥980
ひな祭りメニューを¥500で経供

ll:00-14:00　毎週木曜定休日

(Tei: 0979-52-3030)

､､ /一掬や胱白書距椴
園田
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＼ ＼至宇佐

経国岩見屋

開催糊間: 2月17日(土)
一3月18日(日)

展示数:苔観桜約150体

湯茶の無料接待
10: 00- 16:00無休

(Tel;0979-52-2 122)

※会場は石井テンキ店に

なります｡

耶馬渓風物館

開催期間: 2月17日(土)
～3月21日(水)

展示数:お離様約200体
重雛様展示ロビーのみ入場無料
9:00-17:00　毎週木曜休館日

(Tel:0979-52-2002)

老人高一ム洞89の郷

開催期間:2月5日(局)
一4月10日(衣)

展示数:お紋様約1000体
10:00-16:00　無休

(Te i:0979-52-3005 )

89前茶屋のとか｡

開催期間: 2月17日(土)
～3月18日(冒)

展示数:お雛様約10体
特典　期間中ぜんざい通常

¥500を¥400で提供

10:00-19:00　毎週火曜定休日

(Te I:0979-52-2267)

※各店舗でスタンプをおしてください｡


