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今年 4 月 13 日（土）、殿町に村上記念童心館がオープンしました。 

ダンススタジオや音楽スタジオだけでなく、子育て相談支援センターも兼ね備え

ている童心館は、赤ちゃんから高校生まで幅広く利用いた 

だける施設です。おしゃれなランチスペースも併設されて 

おり、Wi-fi も完備。友達とのトークが止まらないかも!? 

市内にお住いの 18 歳未満の方は誰でも無料で利用できます。 

ＧＷ中には、紙芝居・パネルシアターなどのイベントを 

開催予定です。（イベント開催日：4/28、5/1、5/3、5/4） 

 

 

 

 

 

 

 

■大人気！なかつ・こどもいきいきプレイルーム 

～おかげさまで利用者数もうすぐ 10 万人突破！！～ 

こどもいきいきプレイルームがサンリブ中津 3 階にオープンして早 1 年。 

年間利用者も、当初の見込みを約 2 倍上回り７万人を突破！たくさんのこども連

れのご家族に利用いただいています。0 歳～2 歳児のためのひよこランド、3～5 歳

児のためのプレイルーム、ランチハウスもあり、親子で安全に、ゆっくり遊べる広

場です。大人気エアトラックで雨の日でも体をおもいっきり動かして遊ぼう！ 

 

音楽スタジオ 

 

紙芝居の様子 

 

ダンススタジオ 

市内で楽しめる！わくわくスポット！！ 

【利用状況】 

4/13オープニング式典 約 200人来館 

4/13～4/21利用者数 

子育て支援センター 242人（94組） 

小学生 69人／中学生 29人／高校生 58人／ 合計 398人 
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○来場者数の推移（H30.4.1～H31.3.31） 累計 約 7万人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 29年 12 月 16日オープンからの累計入場者数は 96,037 人。 

（H31.3 月末現在） 

もうすぐ 10万人に到達します！！ 
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屋外施設  

■「なかつ・わくわくふれあい広場」オープン１周年 

昨年４月１４日（土）に「なかつ・わくわくふれあい広場」がオープンし、１年

が経過しました。子どもたちにとって魅力いっぱいの大型複合遊具は、週末をはじ

め平日も“親子が集える場”として市内外から多くのみなさんにご利用いただいて

います。若葉が眩しい爽やかな季節、太陽のもと元気に外遊びを楽しもう！ 

 

１．来場者数の推移（H30.4.14～H31.4.13）累計 約 8万人 
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２．来場者の居住地別内訳 

   市内…66％ 

   県内…13％ 

   県外…21％ 

 

 

 

 

３．「なかつ・わくわくふれあい広場」利用者アンケートから 

 ※平均的な滞在時間：２～３時間 

※公園利用者の感想 

・遊具の種類が多くて楽しい 

・遊具だけでなく芝生の広場も良い 

・子どもが外で遊べるのが良い 

・市外の公園に行っていたが近くにできて助かる 

  ・ベンチ等の休憩施設を増やして欲しい 
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イベント等情報について 

 

 

 

 

◎第 29回八面山平和マラソン大会  

■日時 4月 27日（土） 

開会式 9時～、9時 40分～随時スタート 

■場所 三光総合運動公園スタート／ゴール 

■内容 種目 2km、3km、5ｋｍ、10ｋｍ 

県内外からの参加者が春の三光路を走ります。 

参加者全員に、三光産の米 2kg が参加賞とし

て贈られます。その他、地元の特産品が当た

る抽選会のイベント等を企画しています。 

■問合せ先 中津市体育協会三光支部（市教委 体育・給食課内）（0979-22－1111・内線 471）  

 

◎ウォーク・ランチ・ウォークｉｎ耶馬溪  

■期間 4月 27日（土）10時 30分～14時 

■場所 耶馬溪ダム記念公園「溪石園」 

■内容 ウォーキングコースは、溪石園の園内ウォークと耶馬溪ダム提内ウォークです。 

参加者には賴山陽入溪 200年祭で好評を博した「山陽弁当」のランチ付。 

参加は事前申込みで 30名まで。（申込み期限：4月 23日まで） 

■料金 1,500円（対象者：中学生以上） 

■問合せ先 耶馬溪支所 地域振興課 0979-54-3111   

 

◎第 32回深耶馬溪ゴールデンウォーク  

■期間 4月 29日（月・祝） 10時～（受付は 9時 30分から） 

■集合 深耶馬溪公共駐車場（耶馬溪町大字深耶馬） 

■内容 耶馬溪に春の観光シーズンの幕開けを告げる「深耶馬溪ゴールデンウォーク」。輝

く若葉もみじが来場者を迎えてくれます。木洩れ日の中でキラキラ光る若葉もみじを

楽しみながら、春の耶馬溪を満喫。渓流に沿ってハイキングコースを歩く簡単なコー

スなので、どなたでも気軽に参加できます。また耶馬溪名物の山かけそばのお食事券

と耶馬溪の温泉入浴券が付いており、耶馬溪の魅力が随所に詰まっております。 

■コース  1．もみじ谷  往復約 4.2㎞ 

2．麗谷 往復約 3.2㎞ 

■料金 大人（高校生以上）1,000円、小中学生 500円 

■参加資格 20歳以上の方、また保護者同伴の 7歳～19歳までの方。 

※未就学児のご参加はご遠慮下さい。 

初夏の季節！気持ちのよい汗を流しませんか？ 



■定員 200人 

（要事前申込：平成 31年 4月 25日まで）※当日申込は受け付けておりません。 

■申込方法 メールまたはＦＡＸ 

■申込先 メール info@nakatsuyaba.com   

ＦＡＸ 0979-64-6611 

■問合せ先  （一社）中津耶馬渓観光協会 0979-64-6565   

 

 

 

 

 

 

◎「本耶馬渓で遊ぼう」ネモフィラフェスティバル  

■日時 4月 27日（土）10時 30分～15時 

    ※雨天中止 中止の場合、HPおよび町内放送で告知 

■場所 レストハウス洞門駐車場 ネモフィラガーデン会場（中津市本耶馬渓町曽木） 

■内容 青の洞門対岸に青いネモフィラの花が咲き誇り、皆さんの目を楽しませてくれる時

季となりました。4 月 27 日は特設会場を設け、多くのアーティストによるステージ

イベントが開催されます。そのほかにもネモフィラ栽培に協力していただいた団体や

地元商店による出店もあります。 

    皆さん、是非ゴールデンウィークは青く染まった本耶馬渓にお立ち寄りください。 

 ■問合せ先 青にこだわるまちづくり実行委員会（0979-52-2211）  

 

◎第 17回中津みなとふじまつり  

■期間 4月 27日（土）・28日（日） 10時～17時（28日は 15時終了） 

■場所 田尻緑地公園・中津港 

■内容 藤が咲き誇る会場では、餅まき(開会式)や自衛隊水上船の船内見学会、神楽、地元

高校生によるパフォーマンスのほか、美味いもん市など様々なイベントが行われます。 

■問合せ先 みなとふじまつり実行委員会 0979-24-3732   

 

◎旧邸にゆれる藤と琴の音と 第 3回「福澤旧邸 藤の花観賞会」  

■期間 4月 29日（月・祝）午前 11時～午後 3時 

■場所 福澤旧邸 藤棚の下 （入館料：高校生以上 400円、小中学生 200円） 

■内容 生田流筝曲日本当道会磯貝泰子最高師範と社中による琴と尺八の演奏 

■問合せ先 （公財）福澤旧邸保存会 0979-25-0063   

 

 

 

 

 

 



◎福澤旧居と藤棚のライトアップ  

■内容 福澤旧邸の藤の花が見ごろを迎える 4月末から 5月上旬にかけて、夜の福澤旧居と

藤棚のライトアップを行います。 

■期間 4月 27日（土）～5月 1日（水・祝） 5日間 

ライトアップの時間：午後 6時 30分～午後 8時まで 

（午後 5時から入場できます。） 

■入館料 見学の範囲は、庭内のみとしますので無料です。 

■問合せ先  （公財）福澤旧邸保存会 0979-25-0063  

（一社）中津耶馬渓観光協会 0979-64-6565 

 

 

 

 

 

◎潮干狩り  

■期間 5月 1日（水・祝）～6日（月・休） 

※日によって開場時間が異なります。 

詳しくは「大分県漁協中津支店」のホームページでご確認ください。 

■場所 小祝漁港沖 

■内容 小祝漁港沖の中津干潟において大分県漁業協同組合中津支店による観光潮干狩が

開催されます。 

■問合せ先 林業水産課（☎0979-22-1111 内線 407）  

 

◎漁師さんの朝市  

■日時 5月 19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）  

 

 

 

 

 

◎南部自由市場  

■日時 4月 28日（日）、5月 26日（日） 10時～14時 

■場所 新博多町アーケード周辺 

■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）  



 

 

 

 

 

 

◎植野神楽  

■日時 4月 29日（月・祝） 10時～15時 

■場所 若籏神社（植野）  

■内容 国の重要無形民俗文化財に指定された「豊前神楽」の一つである「植野神楽」。豊

前岩戸神楽の本流で、伊勢神楽を源流とし、神社の祀官であった植野土佐守藤原外記

が民衆化したものと言われています。 

神楽番組は、湯立・神坂・年回それぞれ 33 番あるが重複するものもあります。47

種類の舞い方があり、岩戸神楽 18番などを舞います。 

■問合せ先 社会教育課文化財室（0979-23-8615）  

 

 

 


