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中津市 2月～4月のイベント等情報について 

 

◎路線バスを利用した観光券販売中！  

■期間  令和 2年 2月 1日（土）～3月 31日（火） 

■内容 

（１）2020グルメ路線バス観光券 

・中津駅～本耶馬渓（青の洞門・中島）間のバス往復と本耶馬渓の飲食店での割引券を 

セットにした観光券 

①バス往復乗車券≪中津駅～本耶馬渓（青の洞門・中島）間≫ 

②食事券￥600≪本耶馬渓の飲食店≫がセットになった券の販売 

※参加店舗：「本耶馬渓のひなまつり遊覧」参加の 3 飲食店 

 道の駅耶馬トピア、洞門パティオ、門前茶屋のどか。 

（２）2020サイクリング路線バス観光券 

・中津駅～耶馬渓（柿坂）間のバス往復と、自転車貸出をセットにした観光券 

① バス往復乗車券≪中津駅～耶馬溪（柿坂）間≫ 

②自転車貸出≪耶馬溪サイクリングターミナル≫がセットになった券の販売 

■料金  （１）2020グルメ路線バス観光券 料金：1,500円（税込） 

（２）2020サイクリング路線バス観光券 料金：2,000円（税込） 

■販売先 中津耶馬渓観光案内所窓口 〒871-0033 中津市大字島田 219-2（中津駅南口） 

■問合せ先 （一社）中津耶馬渓観光協会（☎0979-64-6565） 

 

◎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（岩見屋）、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） 
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～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） 

 

◎学生のための中津市企業説明会  

■日時 2月 22日（土）13時～15時 30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（37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） 

 

◎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 

■申込期間 申し込み受付は終了いたしました 

■参加者数 50名参加予定 

■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） 

 

◎南部自由市場  

■期日 2月 23日（日）、3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。 

■問合せ先 新博多町商店街振興組合（☎0979-23-4485） 
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◎漁師さんの朝市  

■日時 3月 1日、15日（日）7時～ 

■場所 小祝漁港 

■内容 毎月第 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） 

 

◎第 35回やまひこリバーラインマラソン大会  

■日時 3月 1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リンク横をスタート・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 257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） 

 

◎コアやまくにアイススケート「ファイナル抽選会」  

■日時 3月 8日（日）14時～ 

■場所 コアやまくにスケートリンク 

■内容 周りを山々に囲まれ、自然に抱かれた中津市内唯一のアイススケートリンクも 3

月 8日（日）でシーズンオフとなります。その最後を締めくくるイベント「ファイナ

ル抽選会」を開催します。素敵な景品をもらえるかも!?ご家族やお友だちとご一緒に

お越しください。 

■問合せ先 （一財）コアやまくに（☎0979-62-2140） 

 

◎ひがた美人サロン  

■日時 3月 18日（水） 18時 30分～20時 30分 

■場所 美人小屋（小祝漁港内荷捌き所） 

■料金 4,000円 

■対象  20歳以上 

■申込方法 大分県漁業協同組合中津支店に電話で申し込み 

■申込締切 3月 13日（金） 

■内容 「ひがた美人」と「ワイン」をテーマに、市内のフレンチシェフによる中津の海

の幸・山の幸を用いたこだわり料理をビュッフェ形式で楽しみながら、ワインソムリ

エによるワイン講座や飲み比べを行います。 

■問合せ先 林業水産課（☎0979-22-1111 内線 407） 
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◎小平椿まつり  

■期間 3月 21日（土）～22日（日） 9時～16時 

■場所 小平遺跡公園（法華寺） 

■内容 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（☎0979-32-1286） 

 

◎中津城二ノ丸公園桜祭り  

■期間 3月 21日（土）～4月 5日（日） 

■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） 

 

◎第 18回耶馬の里伝統芸能競演会 

■日時 3月 22日（日）13時開演 

■場所 コアやまくにシアター 

■入場料 前売券 1,000円（当日 1,500円） 

■内容   中津市内の神楽社が 3年ぶりにコアやまくにで一堂に会し競演します。各地域

で受け継がれてきた伝統芸能「神楽」をぜひご覧ください。 

■問合せ先 （一財）コアやまくに（0979-62-2140） 

 

◎大貞公園桜まつり  

■期間 3月 27日（金）～4月 5日（日） 

■場所 大貞公園（さくら祭り会場） 

■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。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。 

■問合せ先 観光推進課（☎0979-22-1111 内線 391） 

※まつり期間中 大貞公園桜まつり協賛会 （☎090-1368-1763） 

 

◎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） 
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◎八面山 桜ウォーク  

■日時 3月 29日（日） 9時 30分開始（受付 9時～） 

■場所 八面山（八面山平和公園横駐車場集合） 

■料金 大人 1000円 子ども（小学生以下）800円 ※昼食、参加賞、保険料込み 

■対象  定員 70名 

■申込方法 電話で申し込み後、申込用紙を提出 

■申込期間 3月 2日（月）～13日（金） 

■内容 今年の桜ウォークは、八面山平和公園横駐車場をスタートし、箭山権現石舞台、

四季の丘公園、野外活動施設跡地、野外音楽堂を巡る約 7.4キロ、約 3時間のコース

となります。みなさんのご参加お待ちしております。 

■問合せ先 三光支所 地域振興課（☎0979-43-2050） 

 

◎深泉寺お花見会  

■期間 3月 21日（土）～3月 29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

毎週末に、お餅やぜんざいの即売、甘茶の接待、水墨画展などが行われます。 

■問合せ先 深泉寺（☎0979-43-5753） 

 

◎八面山スケッチ大会  

■日時 4月 4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 25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は、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 12日（日） 10時～15時 30分 

■場所 桧原山正平寺（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） 


