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中津市 2月のイベント等情報について 

 

◎中津市歴史博物館開館記念特別展  

「時を拓く、時代を創る。－時の開拓者たち－」「黒田官兵衛」と「福澤諭吉」. 

■期間 1月 18日(土)～3月 1日（日） 

■時間 9時～17時（入館は 16時 30分まで）※月曜日休館日 

■料金 500円（展示室以外は無料） 

■内容 中津の偉人といえば「黒田官兵衛」と「福澤諭吉」。戦国の世に終止符を打ち

近世を拓いた黒田官兵衛と、封建社会を批判して日本を近代化に導いた福澤諭吉は、

日本史を語る上でも欠かすことのできない人物です。日本を創った彼らによって、

わが郷土中津もまた近世・近代と発展をとげました。開館記念特別展では新時代の

幕開けをテーマに二人の時代の開拓者にスポットを当てます。 

■問合せ先 中津市歴史博物館（☎0979-23-8615） 

 

◎カキ小屋「美人小屋」オープン  

■期間 1月 29日（水）～3月 15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。 

蒸しカキやカキ飯をはじめ、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、濃厚で鮮烈な甘さを味わうことができます。ぜひご賞味ください！ 

■問合せ先 林業水産課（☎0979-22-1111 内線 407） 

 

◎末綱聡子バドミントン教室  

■日時 2月 1日（土） 10時～13時（9時 30分開場） 

■場所 ダイハツ九州アリーナ 

■料金 無料（定員 100名） 

■対象 小・中学生 

■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を行います。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。申込み締切は 1 月 29 日（水）で、定員になり次

第締切りとなります。※FAXもしくはメールでお申込みください 

■問合せ先 中津市教育委員会 体育・給食課 （☎0979-22-1111 内線 471） 

 

◎漁師さんの朝市  

■日時 2月 2日、16日（日） 7時～ 

■場所 小祝漁港 

■内容 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、漁協加工部の加工品も販

売されます。 

■問合せ先 林業水産課（☎0979-22-1111 内線 407） 
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◎万年願・北原人形芝居  

■期日 2月 2日（日）12時 30分～15時 30分 

■場所 原田神社(中津市北原) 

■内容  鎌倉時代から続く、大分県指定無形民俗文化財の「北原人形芝居」が奉納さ

れます。翁渡(おきなわたし)など 5幕と、地元の三保小学校の児童による「傾城

阿波の鳴門」（けいせいあわのなると）が上演されます。 

■問合せ先 中津市教育委員会 文化財室（☎0979-23-8615） 

 

◎湯立神楽  

■期日 2月 2日（日）11時～23時 

■場所 加茂神社（中津市大字田尻） 

■内容  福島神楽が、田尻地区の氏神・加茂神社に湯立神楽三十三番を奉納します。

16 時 30 分ごろからの道神楽に引き続き、深夜にかけて湯立の演目が奉納されま

す。 

■問合せ先 中津市教育委員会 文化財室（☎0979-23-8615） 

 

◎節分鬼会  

■期日 2月 2日（日） 14時～ 

■場所 桧原山正平寺（中津市耶馬溪町大字中畑） 

■内容  約 340年前から続けられている行事です。数日前から 365回お経を読み続け

全国 60余州の神々を呼び招き、厄除け、家内安全を祈ります。鬼は、一般的に災

難をもたらす悪鬼と考えられていますが、この行事の鬼は、本来は善鬼であり、

神仏が鬼の姿をして現れ、災厄を取り除くとされています。 

■問合せ先 耶馬溪支所 地域振興課（☎0979-54-3111） 

 

◎観光どんど  

■期日 2月 8日（土） 12時 30分～ 

■場所 青の洞門公共駐車場 

■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、あたたかい豚汁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） 

 

◎コアやまくにアイススケートイベント「氷上運動会」  

■期日 2月 9日（日）14時～ 

■場所 コアやまくにアイススケートリンク  

■内容 コアやまくにで氷上の運動会を開催！幼児も参加可能な４種目の競技を行い

ます。素敵な景品がゲットできます。（※各種目先着１２名で競技を行います。） 

■問合せ先 コアやまくに（☎0979-62-2140） 
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◎おしんげや（鎮疫祭）鬼やらい  

■期日 2月 11日（祝） 9時～ （鬼やらい 16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。9

時頃からの本殿祭に始まり、13 時からの神楽奉納が行われます。また、参拝者に

は福餅、甘酒などが振舞われます。（餅つき行事は 11 時頃～）そして、16 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） 

 

◎令和元年度 中津市民講座 木村沙織さんに聞く「私とバレーボール」  

■期日 2月 15日（土）13時 30分～（開場 12時 30分） 

■場所 中津文化会館 大ホール 

■料金 無料 

■申込要領  ・必ずメール（taiikukyuusyoku@city.nakatsu.lg.jp）もしくは FAX

（0979-22-1492）にて申込をしてください。(任意の様式で構いません) 

・申し込みの際は、1.郵便番号 2.住所 3.氏名 4.日中連絡がつく電話番

号 5.車椅子での受講希望者はその旨を記載してください。 

■申込期限 2月 5日（水曜日）必着 

■内容 【第 1セット】ナビゲーターと木村さんの対談 

   木村さんとバレーボールの運命的なつながりや感動的な出来事をナビゲーター

が聞き出し、会場のみなさんと楽しい時間を共有します。 

  【第 2セット】東九州龍谷高校女子バレーボール部のみなさんも参加 

   彼女たちの憧れの木村さんに質問をしてもらうほか、木村さんからも彼女たちに

春高バレーについての質問や自身の思い出を語っていただきます。 

  【第 3セット】一般質問コーナー 

   会場のみなさんからも質問を受け付けます！ 

 ■問合せ先 中津市教育委員会 体育・給食課内 「中津市民講座係」 

（☎0979-22-1111内線 471) 

 

◎八面山金色渓谷渓流登山  

■期日 2月 22日（土）9時開始(受付 8時 30分～) 

■場所 八面山（八面山荘下駐車場集合）  

■料金 大人 1000円 小学生 800円 ※昼食、参加賞、保険料込み 

■対象 小学生以上の体力に自信のある方 

■申込方法 電話で申し込み後、申込用紙を提出 

■申込期間 2月 3日(月)～14日(金) 

■内容 平成 28年に支障木の伐採等の整備を行い、新たに誕生した「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。春の訪れとともに八面山に登ってみませんか？ 

■問合せ先 三光支所 地域振興課（☎0979-43-2050） 
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◎南部自由市場  

■期日 2月 23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）  

 

◎中津のひなまつり  

  市内各地で、ひなまつりが開催されます。諸町を中心とした城下町のまちなみでは『城

下町中津のひなまつり』、本耶馬渓では『本耶馬渓のひな祭り遊覧』が開催され、可愛

らしいお雛様を見ることができます。その他にも、耶馬溪など地域や各家庭でさまざ

まな「お雛さま」を飾っておもてなしをしているところがあります。 

 

～本耶馬渓のひな祭り遊覧～ 

■期間 2月 15日（土）～3月 15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（西谷温泉、やかた田舎の学校、洞門パティオ、洞門の郷、耶馬渓風

物館、石井デンキ（石見屋）、道の駅耶馬トピア、門前茶屋のどか。） 

■内容 2 月 15 日より、ひなまつり会場を巡るスタンプラリー「本耶馬渓のひなまつ

り遊覧」が行われます。ひな祭り会場のスタンプを集めて応募すると、豪華特産品

が当たるスタンプラリーを開催。地域のみなさんが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 内線 201） 

 

～城下町中津のひなまつり～ 

■期間 2月 22日（土）～3月 8日（日） 

■場所 中津城下町周辺 

（南部まちなみ交流館（諸町）、福澤諭吉旧居、村上医家史料館ほか） 

■内容 絢爛豪華な有職雛やつるし雛など、江戸中期から現代までの多彩な雛人形が見

られます。また今年も、2 月 29 日（土）・3 月 1 日（日）には中津城を背景に「人

間ひな飾り」も行われ、全国からおひな様とお内裏様を募集します。さらに神社の

神殿でお姫様になれる「お姫様体験」など、ひなまつり期間ならではの体験プログ

ラム（※要事前申込）をご用意しています。 

■問合せ先 観光推進課（☎0979-22-1111 内線 391） 

【体験プログラム】（一社）中津耶馬渓観光協会（☎0979-64-6565） 


