
【中津市】H31.1.17 記者会見資料 

 

中津市１月～2月のイベント等情報について 

 

◎カキ小屋「美人小屋」オープン 

■期間 1月 9日（水）～3月 10日（日）の期間中、水～日のみ営業 

■営業時間 11時～15時（ラストオーダー14時） 

■場所 小祝漁港 特設会場（中津市字小祝） 

■内容 中津のブランドカキ「ひがた美人」を食べることができるカキ小屋です。 

カキの土鍋蒸しやカキ飯をはじめ、小祝漁港で水揚げされた新鮮な魚介類の焼き物や汁

物なども販売します。今年のカキは特に成育が良く、身がぷりっと美しく引き締まり、

味はぎゅっと凝縮され、濃厚で鮮烈な甘さとなっています。ぜひご賞味ください！ 

 ■問合せ先 林業水産課（☎0979－22-1111 内線 407） 

 

◎平成 30年度中津市民講座  

■日時 1月 19日（土） 12時 30分～（開場 11時 30分～） 

■場所 中津文化会館 大ホール 

■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、日本代表選手および指導

者として活躍した西野朗さんを講師にお招きし、「元気が出せるチーム作り」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 内線 471）  

 

◎漁師さんの朝市  

■日時 1月 20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） 

 

◎南部自由市場  

■日時 1月 27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 新博多町商店街振興組合（☎0979－23-4485）  

 

 

 



◎第 18回本耶馬渓そばまつり  

■日時 2月 2日（土）・3日（日） 10時 30分～14時 

■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。※要予約 

■問合せ先 道の駅 耶馬トピア（☎0979-52-3030）  

 

◎福澤諭吉先生第 119回忌法要及び記念講演会  

■法要日時  平成 31年 2月 3日（日）9：20～9：50 

■法要場所  明蓮寺（桜町） 

■講演会日時 平成 31年 2月 3日（日）10：00～12：00 

■講演会場所 リル・ドリーム（大字島田） 

■講演会演題 中津藩の明治維新－中津市学校の果たした役割－ 

■講演会講師 「西澤直子」先生（慶應義塾福澤研究センター 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）  

 

◎福島神楽（国指定重要無形民俗文化財）  

■日時 2月 3日（日） 11時～23時 

■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、田尻地区の氏神加茂神社で豊前神楽最大

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 3日（日） 12時 30分～15時 30分 

■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 3日（日） 14時～ ※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）  

 

◎観光どんど 

■期日 2月 9日（土） 12時 30分～ 

■場所 青の洞門公共駐車場（禅海茶屋前） 

■内容 青の洞門公共駐車場でどんど焼きを行います。どんど焼きの他にも、神楽や運試し

抽選会、あたたかいぜんざいもご用意しています。また、年男・年女・厄年の方はどん

ど焼きの火入れに参加することができます。お正月飾りや古いお札などをお持ちの上、

ぜひご参加ください。（どなたでも参加できます。） 

 ■問合せ先 禅海ふるさとまつり実行委員会（☎0979－52-2500） 

 

◎福澤諭吉記念第 10回諭吉かるた大会  

■日時 2月 9日（土） 13時～ 

■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。（公益財

団法人福澤旧邸保存会共催、慶應義塾後援） 

■問合せ先 社会教育課生涯学習推進室（☎0979-22-4942）  

 

◎末綱聡子バドミントン教室  

■日時 2月 9日（土） 10時～13時（開場 9時 30分～） 

■場所 ダイハツ九州アリーナ 

■料金 無料 ※要予約（申込み締切り 1月 31日（木）） 

■定員 200名 

■内容 2008年の北京オリンピックで、「スエマエコンビ」として 4位入賞を果たした、末

綱聡子さんをお招きしてバドミントン教室が行われます。経験者だけでなく初心者も楽

しめる内容となっています。申込み締切りは１月３１日（木）で、定員になり次第締切

りとなります。※FAXもしくはメールにて申込みください 

■問合せ先 体育・給食課（☎0979－22－1111 内線 471）  



◎おしんげや（鎮疫祭）鬼やらい 

■日時 2月 11日（祝） 10時頃～ 

■場所 薦神社（中津市大貞） 

■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 10

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）   

 

◎ほんやばけいのひなまつり遊覧 

■期日 2月 16日（土）～3月 17日（日）  

※ 開催期間は施設によって異なるところがあります。 

■場所 全 8箇所（石井デンキ、洞門の郷、洞門パティオ、やかた田舎の学校、耶馬トピア、耶

馬渓風物館、門前茶屋のどか、西谷温泉）  

■内容 2月 16日より、ひなまつり会場を巡るスタンプラリー「ほんやばけいのひなまつり

遊覧」が行われます。見て（お雛様）、食べて（お食事）、入って（温泉）、本耶馬渓を満

喫して商品を当てましょう！抽選で、本耶馬渓の特産品やお食事券などの商品が当たり

ます。地域のみなさんの心づくしのおもてなしでお出迎えいたします。 

 ■問合せ先 本耶馬渓支所地域振興課（☎0979－52-2211 内 201） 

 

◎第 21回城下町中津のひなまつり 

■期間 2月 16日（土）～3月 10日（日） 

■場所 中津城（奥平家歴史資料館）、南部まちなみ交流館、福澤諭吉旧居、村上医家史料館、

大江医家史料館 など市内各所 

■内容 今年は子ども乗車型の「ひな祭り新幹線」や中津の特産品が当たる「インスタグラ

ムキャンペーン」が初開催されます。また、メインイベントである「人間ひな飾り」で

は、今年もお内裏様とおひな様を全国から募集するほか、（お内裏様とおひな様の登壇

前のイベントでは、「熊本城おもてなし武将隊」が登場予定！）神社の神殿でお姫様に

なれる「お姫様体験」や中津の城下町を着物で散策できる「中津城下町着物で散策」な

ど、ひなまつり期間ならではの体験プログラムをご用意しています。 

■問合せ先 観光推進課（☎0979－22－1111） 

【キャンペーン】（一社）中津耶馬渓観光協会（☎0979－64－6565） 

 

【ひなまつりの主なイベント】 ※詳細は別紙のチラシまたはパンフレットを参照ください。 

〇ひな祭り新幹線（参加無料）※雨天中止（協力：大分県立工科短期大学校） 

 3月 3日（日）10時～15時 

○インスタグラム×城下町中津のひなまつりキャンペーン 

2 月 16 日（土）～3 月 10 日（日） 

投稿された写真の中から抽選で 20 名様に中津の特産品￥3,000 相当をプレゼント。 



〇お姫様体験 

 2月 16日（土）、17日（日）、23日（土）、24日（日）、3月 16日（土）、17日（日）、 

21日(木)、23日（土）、24日（日）、30日（土）、31日（日） 

〇中津城下町 着物で散策 

 2月 16日（土）～3月 31日（日）の毎日 10時～17時 

〇中津城「人間ひな飾り」 

 3月 2日（土）、3日（日）登壇は①11時～ ②13時 30分～ 

〇人力車運行 ※雨天中止 

 3月 3日（日）10時 30分～15時 

 ■問合せ・申込み先 （一社）中津耶馬渓観光協会（☎0979－64－6565） 

 

◎城下町中津のひなまつり 第 6回「歴史探検ウォークラリー」 

■日時 3月 2日（土）9時～12時頃 

■場所 中津城周辺、福澤旧居、寺町、諸町ほか（約 3km） 

■料金 200円（高校生以下無料） 

   ※要事前申込・定員 200人・先着順（申込期間:2月 1日～2月 15日） 

■内容 「城下町中津のひなまつり」でにぎわう中津城界隈をウォークラリー形式でクイ

ズを解きながら探検します。（クイズの難易度：小学生程度）お友達や家族と一緒に

ご参加ください。昼食付。（カレーライスの予定。） 

■問合せ・申込み先 南部まちおこし講座事務局（南部公民館内）（☎0979-25-0822） 

 


