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中津市 9月～10月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（土）～10月 31日（水） 

■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）  

 

◎スウィングエコーズ・ジャズオーケストラ  

■期日 9月 9日（日）14時会場 14時 30分開演 

■場所 コアやまくに 

■内容 第 33回国民文化祭・おおいた 2018、第 18回全国障害者芸術・文化祭大分大会プ

レイベントかつ第 20回大分県民芸術文化祭参加行事です。1967年に大分県のアマチ

ュア演奏者により結成され、昨年結成 50 周年を迎えたジャズ・ビッグバンドです。

地方から文化のムーブメントを起こしていこうと活発に活動しています。 

■料金 前売券 一般 1,000円 小学生以下無料 

    当日券 一般 1,500円 小学生以下無料 

■問合先 一般財団法人 コアやまくに（☎0979－62－2140）  

 

◎薦神社仲秋祭  

■期日 9月 15日（土）・16日（日） 

■場所 薦神社（中津市大字大貞） 

■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 11 回からあげフェスティバル  

■日時 9月 15日（土）10時～20時 30分・9月 16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 11回目を迎える「からあげフェスティバル」。中津市をはじめ、近隣の宇

佐市や全国各地のからあげの店が出店します。今年の目玉は夜まで延長戦、ナイト

からフェス！からあげと一緒に一杯いかが？スイーツキャラバンとして、ソフトク

リームやクレープなどの移動販売車も用意しています。 

■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）  
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◎漁師さんの朝市  

■日時 9月 16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。 

■問合先 林業水産課（☎0979－22－1111・内線 407） 

 

◎かっぱ祭り（①白地楽・②樋山路楽・③二瀬楽）  

①．【白地楽】 

■日時 9月 16日（日） 14時～ 

■場所 亀岡八幡神社（山国町） 

■内容 白地楽は、五穀豊穣を祈願して奉納されます。4 人のカッパに扮した子供を、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）  

 

②.【樋山路楽】 

■日時 9月 21日（金）16時～ 

■場所 伊勢山大神社（中津市耶馬溪町大字大島） 

③.【二瀬楽】 

■日時 9月 22日（土）16時～ 

■場所 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（祝） 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 3,000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）  
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◎南部自由市場   

■期日 9月 24日（日）10時～14時 

■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。各店舗のサービス企画の他、地元産品の野菜・果物、加

工品の販売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 5回「今津大たいまつ」 ※チラシあり 

■日時 10月 6日（土）18時～（開会式・点火） 

■場所 今津橋（中津市大字今津） 

■内容 「願い札」を刺した大たいまつに、火矢を射って点火し、祈願成就を祈ります。 

来場者には商品券等が当たる抽選会もあります。 

■問合先 今津大たいまつ実行委員会（☎090－1977－4957）  

 

◎今津恵比須神社秋季例大祭  

■日時 10月 6日（土）・7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）  

 

◎箭山神社神幸祭   

■期日 10月 7日（日） 

■場所 箭山神社遥拝所（三光田口）～神事場（三光森山） 

■内容 神輿 3体と傘鉾 4基が箭山神社遥拝所を出発して、山口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）  

 

◎豊前の国 観月中津城あかり  

■日時 10月 13日（土）・14日（日） 

■場所 中津城二ノ丸公園周辺（中津市二ノ丁）ほか 

■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 21 回 八面山アタック  

■日時 10月 14日（日） 8時 40分～14時（受付 8時～） 

■場所 八面山 
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■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。 

■料金 3,500円 

■問合先 チームなかつのすゝめ 八面山アタック実行委員会（☎090－8768－8638）  

 

◎三光コスモス祭り  

■日時 10月 14日（日）～11月 4日（日）10時～15時（時間外も見学は可能） 

■場所 三光下田口・成恒 

■内容 西日本最大級を誇る「三光コスモス園」。中津市のシンボル八面山の裾野に広が

る水田（16ha）におよそ 3000万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。開催期間中は農産物や特産物の販売、歌やダンスなどのステー

ジイベント（土・日・祝）が行われます。 

■問合先 三光ｺｽﾓｽ祭り実行委員会事務局（三光支所地域振興課内（☎0979－43－2050）） 

 

◎北九州－中津ウオーキング大会 2018  

■日時 10月 20日（土） 7時 00分～19時頃 

■場所 北九州市～中津市中央公園グラウンド 

■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周年を記念して一昨年よ

り実施している「北九州－中津ウオーキング大会」を今年も開催します。3年目の今

年は北九州市をスタートし、中津市のゴールを目指します。 

■問合先 上下水道部総務課（☎0979－24－1234）  

 

◎楽市楽座 楽農文楽あきまつり 

■日時 10月 20日（土）・21日（日） 

■場所 蛎瀬、豊後町、桜町（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。 

    骨董市、縁日広場、はがき絵コンクールなどまちの人々が手作り企画を多数用意し

ています。ぜひ、秋の一日を楽一通りでお過ごしください。 

■問合先 楽一通り・夢サミット（☎0979－24－3901）  

 

◎犬丸天満宮御神幸祭（大名行列）  

■日時 10月 21日（日）16時～（天満宮発） 

■場所 犬丸天満宮（中津市大字犬丸） 

■内容 菅原道真公を祀る犬丸天満宮で、300有余年の歴史と伝統を誇る御神幸祭（大名行列）

が行われます。本殿前での祭典に続き、挟箱、毛槍、3基の傘鉾、御神輿の順に並んだ

行列が、犬丸天満宮を出発し、道真公が九州で初めて上陸したとされる「菅公御着船旧

蹟」を経由して、御旅所までの道程（約3ｋｍ）を練り歩きます。 

■問合先 犬丸天満宮 副宮総代（☎090－8306－1804）  
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◎チャレンジ！The耶馬三城  

■日時 10月 28日（日） 8時 30分～（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。シャトルバスも運行しています。 

【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》 登山（標高 530m）  

■料金 大人 1000円、中学生以下 500円、未就学児無料 

■問合先 耶馬溪支所地域振興課（☎0979－54－3111）  

 

◎第 10 回耶馬溪観光秋まつり  

■日時 10月 28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 「チャレンジ！The 耶馬三城」と同時開催します。紅葉真っ盛りの耶馬溪で、秋

の恵みを楽しむイベントです。ステージイベントや地元物産の出店などでおもてな

しを行います。 

■問合先 耶馬溪支所地域振興課（☎0979－54－3111）  

 








