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中津市 9月～10月のイベント等情報について 

 

◎やばけいゆ～らんクイズラリー  

■日時 9 月 14 日（土） 10 時 30分～（受付 9時 30分） 

■場所 耶馬溪サイクリングターミナル（中津市耶馬溪町柿坂）（スタート・ゴール） 

■内容 日本遺産に認定された名勝「耶馬渓」の絶景をかつては線路だったサイクリング

ロードでのんびりサイクリング。ロード沿いの各ポイントに用意された耶馬渓の

歴史・文化に関するクイズを解いて、地元の特産品をゲットしよう。きれいな景

色やグルメを楽しみながら耶馬渓の魅力を発見しよう。 

■料金 1,000円（先着 100名）※申込期間：8月 1日（木）～8月 31日（土）まで 

■問合先 メイプル耶馬サイクリングロード活性化会議イベント実行委員会 

（観光推進課耶馬渓観光室内）（☎0979－22－1111 内線 321） 

 

◎第 12 回からあげフェスティバル  

■日時 9 月 15 日（日）･16日（月・祝） 10 時～17 時 

■場所 イオンモール三光駐車場特設会場（中津市三光佐知） 

■内容 今年で 12 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。今年は過去に挑戦したからあげ供

給量世界一の記録が更新されてしまったため、再び記録を「鶏戻す」べく 1.6ト

ンの記録挑戦します。会場に来て皆さんも記録の目撃者になろう。（挑戦は初日

15日の午前中予定） 

■問合先 からフェスプロジェクト協議会（NOAS FM内）（☎0979－27－0786） 

 

◎漁師さんの朝市  

■日時 9月 1日、15日（日） 7時～ 

■場所 小祝漁港 

■内容 今年 8 月から毎月 2 回、第 1・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 15 日（日） 14 時～ 

■場所 亀岡八幡神社（中津市山国町） 

■内容 約 280年前より白地地区の氏子によって奉納されている楽で、服装は古式そのま

まを受け継ぎ、大団扇を持つ 4人の大人が、子供が扮した 4人のカッパを鎮める

所作を行い, 五穀豊穣、無病息災を祈願する行事です。  

この楽は、平家の落人の魂を慰めるために始められたと伝えられています。また、

白地地区には、地区の戸数が４戸になるまで、“この楽を伝統どおりに継承しなけ

ればならない”と伝えられており、地区の氏子の努力もあって、昔の姿をそのま

ま今に残している大変珍しい郷土芸能です。 

■問合先 亀岡八幡神社（☎0979－62－2419） 
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②【樋山路楽】 

■日時 9 月 21 日（土） 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（日） 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 耶馬溪支所地域振興課（0979－54－3111） 

 

◎薦神社 仲秋祭  

■日時 9 月 21日（土）・22 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 

ら始まったといわれています。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 薦神社（☎0979-32-2440） 

 

◎南部自由市場  

■期日 9月 22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） 

 

◎竹の千灯籠夜  

■日時 9月 22日（日） 17時～20時 

■場所 道の駅 耶馬トピア 

■内容 竹灯籠と真紅の彼岸花が夜の耶馬トピアを彩ります。また、耶馬トピア対岸の特

設ステージではコンサートが行われ、園内にはマルシェもオープンします。耶馬

トピアを挟むように流れる跡田川の川面に映る竹灯籠の灯りはとても幻想的です。 

■問合先 千灯籠夜実行員会（耶馬トピア内）（☎0979－52－3030） 
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◎コアやまくに体験教室「かかし作り体験」  

■日時 9 月 22日（日） 13時 30分～15時 30分 

■場所 コアやまくにプレイルーム 

■内容 秋のやまくにの風物詩である「かかし」作りを体験教室として実施します。参加

者の制限等はありません。作成した「かかし」はかかしワールドの中で展示しま

す。多くの人たちの参加をお待ちしています。 

■料金 500円 

■問合先 一般財団法人 コアやまくに（☎0979－62－2140） 

 

◎ワクワク夢市場 リユース！フリーマーケット  

■期日 9月 29日（日） 10時～13時 

■場所 ダイハツ九州アリーナ 

■入場料 雑がみ（食品やお菓子の箱などの紙類）を１つ持参 

■内容 10月は「３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）」推進月間です。 

市民の方々に、楽しみながら「ごみの減量」と「リユース」の意識を高めてもら

う事を目的にフリーマーケットなどを開催します。特に、今回は子育て世代のリ

ユース（繰り返し使う）を図るために、中津市クリーンプラザ内の「アース君の

部屋」に置くための学生服・体操服・学用品の募集を行います。 

■問合先 清掃課（☎0979-24-5374）  

 

◎斧立八幡神社神幸祭  

■日時 10月 6日（日） 

■場所 斧立八幡神社（三光臼木）～真坂地区一円 

■内容 神輿 1体傘鉾 4基が斧立八幡神社を出発して、真坂地区と諌山集落を練り歩き、

五穀豊穣と家内安全を願います。 

■問合先 三光支所地域振興課（☎0979－43－2050） 

 

◎箭山神社神幸祭  

■日時 10 月 6 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） 

 

◎第 2回中津駅元気まつり  

■日時 10 月 6 日（日） 10時 30分～15時 30分 

■場所 中津駅構内・北口・南口 

■内容 中津市の陸の玄関口である中津駅の構内で「地域の元気を!!」を目的に、中学生

による吹奏楽の演奏や餅まきなどのイベントのほか、中津からあげをはじめとし

た県内のご当地グルメが出店します。また今年は、南極の氷に触ることができた

り、ミニ SLも登場し無料で乗車できます。 

■問合先 中津駅（☎0979－22－5361） 
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◎第 6 回「今津大たいまつ」  

■日時 10 月 12 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（☎090－2710－5581） 

 

◎今津恵比須神社秋季例大祭  

■日時 10 月 12日（土）・13 日（日） 

■場所 恵比須神社（中津市大字今津） 

■内容 豪華絢爛な水引をまとった傘鉾 7基と勇壮な御神輿が、太鼓の音を響かせながら

町内を練り歩き、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。 

■問合先 観光推進課（☎0979－22－1111・内線 391） 

 

◎豊前の国 観月中津城あかり  

■日時 10 月 12 日（土）～14 日（月・祝） 16時～21時（14日は 20時～閉会式） 

■場所 中津城二ノ丸公園周辺（中津市二ノ丁）ほか 

■内容 中津城のたもとに、色とりどりの紙とうろうが並び、静かに揺らぐろうそくの光

で幻想的な世界が広がります。14日 19時 30分から花火も打ち上がります。また、

さまざまなステージイベント予定されています。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（☎0979－23－1820） 

 

◎三光コスモス祭り  

■日時 10 月 13 日（日）～10 月 27 日（日） 10 時～15 時（時間外も見学は可能） 

■場所 三光原口・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 

る田んぼ（16ha）におよそ 2800 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）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） 

 

◎第 22 回 八面山アタック  

■日時 10 月 20 日（日）8時 40分～14 時（受付 8 時～） 

■場所 八面山 

■内容 自転車によるヒルクライム（山登り）です。箭山権現石舞台をスタートして「夕

日を望む丘」までの 5ｋｍ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） 
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◎犬丸天満宮御神幸祭（大名行列）  

■日時 10 月 27 日（日） 15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） 

 

◎チャレンジ！The 耶馬三城  

■日時 10 月 27 日（日） 8 時 30 分～（受付 8 時～） 

■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＋登山（標高 117ｍ） 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 11 回耶馬溪観光秋まつり  

■日時 10 月 27 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） 

 

 


