
【中津市】H31.2.18記者会見資料 

 

中津市 2月～4月のイベント等情報について 

 

◎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 内線 391）  

【キャンペーン】（一社）中津耶馬渓観光協会（☎0979-64-6565）  

 

◎ほんやばけいのひな祭り遊覧  

■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 ほんやばけいのひな祭り遊覧実行委員会（☎0979-52-2267）  

 

◎南部自由市場   

■期日 2月 24日（日）、3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。 

■問合せ先 新博多町商店街振興組合（☎0979-23-4485）  

 

◎八面山金色渓谷渓流登山  

■日時 2月 24日（日）受付 8時 30分～ 

■集合場所 八面山荘下の駐車場 

■定員 先着 50名（申込期間：2月 4日(月)～2月 18日(月)） 

    ※体力に自信のない方、小学生未満のお子様はご遠慮ください。 

■参加料 大人（中学生以上）1,000円 小学生 800円（参加賞、昼食代、保険料含む） 



 

■内容 八面山の金色渓谷コースを登ります。自然な山道で少し難所もありますが、心地よい渓

流の音を楽しむことができます。また、天空の道展望所も支障木の伐採により今まで以上

に視界が広がり最高の眺望を演出しています。春の訪れとともに八面山に登りませんか？ 

■問合せ先 三光支所地域振興課（☎0979-43-2050 内線 329）  

 

◎夫婦のパートナーシップ講座  

■日時 3月 2日(土) 10時～11時 30分 

■場所 中津市教育福祉センター 

■内容 男性の育児・家事参画を推進するため、男性が主体的に育児や家事に取り組むためのポ

イントを伝授したり、男女の考え方の違いや、お互いが納得して家事を行うための家事ギ

ャップを解消したりして、夫婦円満をめざす内容のイクメン講座です。 

■問合せ先 子育て支援課（0979-22-1129）  

 

◎城下町中津あきんど市場  

■日時 3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 日之出町地区商店街協同組合（☎0979-22-1749）  

 

◎第 34回やまひこリバーラインマラソン大会  

■日時 3月 3日(日) 9時 30分～（4種目が順次スタート） 

■場所 コアやまくにスケート場横をスタート・ゴール 

※開会式は 9時からコアやまくにで行います。 

■内容 コアやまくにをスタートし、メイプル耶馬サイクリングロードを折り返す、10km・5 km・

3 km・2 kmのコースです。今年は約 175名の参加者が申し込んでいます。 

■問合せ先 山国支所地域振興課（☎0979-62-3111）  

 

◎中津日田道路 中津ＩＣ～田口ＩＣ間 開通記念ウォーキングイベント  

■日時 3月 3日(日) 受付 10時 スタート 11時（終了 13時予定） 

■場所 地域高規格道路 中津日田道路 中津ＩＣ～田口ＩＣ間 

※駐車場は八面山交流施設野外音楽堂 第 1・第 2駐車場 

■申込方法 申込用紙を中津市建設部道路課または三光支所農林建設課に持参、郵送、ＦＡＸに

より事前申込み 

■申込締切 平成 31年 2月 22日（金）必着 

■内容 中津日田道路 中津ＩＣ～田口ＩＣ間の開通を記念して、ウォーキングイベントを開催

します。往復約 5.6kmのコースです。みなさまのご参加をお待ちしています。 

■問合せ先 道路課（☎0979-22-1111 内線 351）  

 

◎学生のための中津市企業説明会  

■日時 3月 16日（土）13時～16時 10分（受付 12時 15分～） 

■場所 中津体育センター（中津文化会館横） 



■内容 学生を対象に、市内の企業（36社）から企業の魅力や事業内容、働く現場に求められ

る人材などの話を直接聞くことができる機会です。お子様の就職活動をサポートするため

に保護者のみなさまもぜひご参加下さい。 

■問合せ先 商工振興課（0979-22-1111 内線 394、421）  

 

◎漁師さんの朝市  

■日時 3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 林業水産課（☎0979-22-1111 内線 407）  

 

◎小平椿まつり  

■期間 3月 23日㈯～24日㈰ 9時～16時 

■場所 小平遺跡公園（法華寺） 

■内容 会場周辺では、県指定保護樹林に指定されている高さ約 10mのヤブツバキをはじめ、背

後の小高い山にある高さ 2～3m のヤブツバキが見ごろを迎え、訪れた人を楽しませてくれ

ます。また、地域の方によるお茶等のふるまいを始め、初日は「餅つき大会」も行われま

す。 

■問合せ先 小平椿まつり実行委員会（☎0979-32-0712）  

 

◎中津城二ノ丸公園桜祭り  

■期間 3月 23日(土)～4月 7日(日) ※点灯式：3月 23日(土)18時～ 

■場所 二ノ丸公園 

■内容 二ノ丸公園は、城下町中津の春が満喫できる花見会場で約 150 本の桜が咲き誇ります。

期間中はボンボリを点灯し、会場をライトアップしますので、夜桜もお楽しみいただけま

す。中津城を眺めながら、情緒あふれる城下町の春を感じてみませんか？ 

■問合せ先 観光推進課（☎0979-22-1111 内線 391）  

 

◎大貞公園桜まつり  

■期間 3月 29日(金)～4月 7日(日) ※点灯式：3月 29日(金)18時～ 

■場所 大貞公園 

■内容 大貞公園には大正初期に地域の住民が数百本の苗木を育成し、現在周辺も含めて約

1,300 本のソメイヨシノが咲き誇ります。会場内ではバーベキューが行えるほか、たこ焼

きやクレープ、りんごあめ等の出店も行われます。なお、夜間はボンボリを点灯し、会場

をライトアップしますので夜桜もお楽しみいただけます。期間中は、豪華景品が当たる大

抽選会や楽しいイベントも盛りだくさんです。 

■問合せ先 観光推進課（☎0979-22-1111 内線 391）  

 

◎夜桜お八  

■期間 3月下旬～4月上旬（ライトアップ：19時～21時） 

■場所 八面山野外音楽堂 



■内容 八面山野外音楽堂周辺の桜をライトアップし、イルミネーションを点灯します。春の八

面山で、幻想的な夜桜とキレイなイルミネーションと「日本夜景遺産」に認定された八面

山からの夜景、三つの輝く光を楽しみませんか？ 

■問合せ先 三光支所 地域振興課（☎0979-43-2050）  

 

◎深泉寺桜まつり  

■期間 3月 30日（土）～4月 7日（日） 

■場所 深泉寺（三光上深水） 

■内容 深泉寺は応永 2年(1395年)に開山された曹洞宗の古刹で、境内にある樹齢 280年以上の

しだれ桜は可憐な花とその雄大な姿で訪れる人たちを魅了しています。 

期間中は、週末を中心に歌や踊りのステージイベントやお餅の即売、甘茶のおせったい、

水墨画展などが行われます。 

■問合せ先 深泉寺（☎0979-43-5753）  

 

◎八面山桜ウォーク  

■日時 3月 30日（土）9時 30分～（受付 9時） 

■集合場所 八面山荘下駐車場 

■料金 大人 1000円 子ども（小学生以下）800円 

■定員 70人（電話で申し込み後、申込用紙を提出） 

■内容 春の八面山を歩いてみませんか。コースは八面山荘下駐車場をスタートし、四季の丘公

園、登山道「修験の道」を登り、修験の滝、野外音楽堂、神護寺、八面山平和公園、野外

音楽堂の約 5.8ｋｍ、約 2時間 30分となります。 

■問合せ先 三光支所 地域振興課（☎0979-43-2050）  

 

◎10 周年記念＆平成最後のジョイコレ  

 Joy Collection 10th Anniversary Kids Festival Final 2019  

■日時 3月 30日（土）10時～17時 

■場所 レストハウス洞門駐車場 

■内容 10年目を迎えた「ジョイコレ」。今年は、第一部で「キッズ和太鼓フェスティバル」、

第二部で「キッズダンスフェスティバル」が開催されます。スペシャルダンサー陣が耶馬

渓に集結。なお会場では、チャリティー抽選会を行っています。 

■問合せ先 ジョイコレクション企画実行委員会（☎0979-52-2432）  

 

◎八面山スケッチ  

■日時 4月 6日（土） 10時～ 

■場所 八面山野外音楽堂周辺 

■料金 500円（申込み期限 3月 27日（水）） 

■内容 お花見しながらスケッチしませんか？「八面山で描く」「八面山を描く」ことを通して、

八面山やふるさと中津の素晴らしい新たな一面を見つけてみませんか？参加者全員にス

ケッチブックを差し上げます。提出されたすべての作品を、審査したのちに「八面山美術

展」で展示します。 

■問合せ先 中津市教育委員会 社会教育課 生涯学習推進室（0979-22-4942）  



 

◎桧原マツ  

■日時 4月 14日（日） 10時～15時 30分 

■場所 桧原山正平寺（中津市耶馬溪町大字中畑） 

■内容 鎌倉時代に始まったとされる「桧原マツ」は、五穀豊穣を祈願する神仏習合の特異な祭

りです。講堂での法要の後、ホラ貝の響きを合図に「お上り」が始まり、薙刀をもった白

装束の僧兵を先頭に、三基の神輿が下宮から２００ｍ離れた本堂へ駆け上がります。 

その後境内で「御田植式」が始まります。これは、演者が稲作の一連の所作を古式にのっ

とりユーモアたっぷりに演じるもので、毎年観客者とのかけあいが楽しみの一つとなって

います。 

■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）  


