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中津市 11～12月のイベント等情報について 

 

◎本耶馬渓財宝伝！～禅海くんからの挑戦状～禅海ふるさとまつり×『リアル宝探し』  

■日時 11月 1日（日）～令和 3年 1月 11日（月・祝） 

■場所 中津市本耶馬渓町内 

＜宝の地図配布場所＞中津市しもげ商工会・中津市役所・中津耶馬渓観光協会・ 

本耶馬渓町内各店舗など 

■内容 宝の地図に書かれた 3つの謎を解き、本耶馬渓町内のどこかに隠されている「宝箱」

を見つけてください（参加無料）。宝を見つけゲームをクリアすると抽選で豪華景品

が当たります。 

■問合先 禅海ふるさとまつり実行委員会事務局（☎0979-52-2500 中津市しもげ商工会 

本耶馬渓支所内） 

 

◎中津市歴史博物館 企画展  

１．企画展「福澤諭吉の書」  

■日時 11月 14日(土)～令和 3年 1月 9日(土) 9 時～17 時（入館は 16時 30分まで） 

■場所 中津市歴史博物館【休館日】月曜日（祝日の場合は翌日）、12月 29日～1月 1日 

※観覧料：300円（中学生以下無料） 

福澤記念館【休館日】12月 31日 

※観覧料：高校生以上 400円、中学生以下 200円 

未就学児と中津市在住の 65歳以上は無料 

■内容 中津市歴史博物館・新中津市学校・(公財)福澤旧邸保存会の合同企画展です。福澤

諭吉が書いた手紙、原稿、漢詩など、さまざまな書を２つの会場で展示します。福

澤が書く文字を通して、彼の新たな一面を探ります。 

≪関連イベント≫特別解説 ※要事前申込、観覧券が必要 

   ■日時 ①12月 12日（土）15時 30分～16時 30分 

       ②12月 13日（日）10時～11時 

   ■場所 ①中津市歴史博物館 

②福澤記念館 

   ■講師 都倉 武之（慶応義塾福澤研究センター准教授） 

   ■定員 各 20人 

 

２．オープンギャラリー企画展「中津市内中学校美術部作品展－未来へ伝えたい中津の宝－」  

■日時 11月 21日（土）～12月 20日（日） 

■場所 中津市歴史博物館オープンギャラリー ※観覧料：無料 

■内容 中津市内の 5つの中学校美術部の生徒さんが描いた「未来へ伝えたい中津の宝」で

す。文化財や中津の美しい景観・・一枚一枚に、どうして未来へ伝えたいのか、中

学生の言葉が添えられています。油絵 18点、水彩画 64点、版画 12点、計 94点の

力作がずらりと並んでいます。 

 

３．お祭りギャラリー企画展「蛎瀬神楽の湯立て道具」  

■日時 11月 22日（日）～令和 3年 1月 9日（土） 

■場所 中津市歴史博物館お祭りギャラリー ※観覧料：無料 

■内容 国指定無形民俗文化財豊前神楽から、蛎瀬神楽の湯立て道具を展示。「湯立て」は豊

前神楽最大の演目で、33番の演目を一日がかりで舞うことから、蛎瀬神楽では数十
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年に一度しか行なわれず、直近は平成 28年でした。今回、博物館に「竹矢来（たけ

やらい）」を組み、中央に高々と湯窯を据える五徳を設置。五徳は鉄の芯に竹をまい

て麻布を荒縄で巻き、赤土を塗って仕上げるという本格的な再現です。神楽の衣装

や神楽面、通常公開しない「湯立ての祝詞一式」なども展示しています。 

今年はコロナ禍で神楽を舞う機会も激減しているそうです。「豊前岩戸神楽蛎瀬神盛

会」の方々が何日もかけて製作した大掛かりな展示をぜひご覧ください。 

■問合先 中津市歴史博物館（☎0979-23-8615）・豊前岩戸神楽蛎瀬神盛会会長  

浜野基好（☎0979-22－8835） 

 

◎コアやまくにアイススケート  

■日時 11月 21日（土）～3月 7日（日）※1月 1日は特別営業日 

＜平日、特別営業日＞13時～18時 

＜土・日・祝＞11時～20時 

■場所 コアやまくにスケートリンク（中津市山国町守実 130番地） 

■料金 一般 1,250円、中高生 930円、小学生 720円、幼児 200円 

※シューズ代 300円別途 

■内容 豊かな自然に抱かれた複合施設のスケートリンクは、風を切って滑る屋外ならでは

の爽快感が魅力。当スケートリンクは、みなさんが安心して過ごせるよう、新型コ

ロナウイルス対策についても万全の備えをしています。 

■問合先 やすらぎの郷やまくに（☎0979-62-2186） 

 

◎溪石園冬季ライトアップ  

■日時 11 月 26 日（木）～12月 27日（日） 17時～21時 

■場所 耶馬溪ダム記念公園 溪石園（中津市耶馬溪町大字大島） 

■内容 紅葉のライトアップに引き続き、冬季のライトアップを行います。昼間とは違った

幻想的な景色をお楽しみください。 

■問合先 耶馬溪支所 地域振興課（☎0979-54-3111） 

 

◎福澤諭吉記念 第 59回全国高等学校弁論大会  

■日時 12月 4日（金）9時～ 

■場所 中津文化会館大ホール 

■内容 中津市にゆかりの深い高名な思想家である福澤諭吉先生の遺徳を偲び、顕彰すること

を目的に、北は北海道から南は沖縄まで全国の高校生弁士の参加により、慶応義塾と

中津市の共催で開催します。 

■問合先 社会教育課 生涯学習推進室（☎0979-62-9012） 

 

◎東京 2020オリンピック聖火展示  

■日時 12月 4日（金）10時～17時（16時 30分受付終了） 

■場所 中津体育センター駐車場 

■内容 新型コロナウイルスの影響で東京 2020 オリンピックが来年に延長される中、五輪の

機運を地域に拡大させ活気を取り戻すきっかけとなることを目的とし、中津市でオリ

ンピック聖火の展示を行います。 

■問合先 体育・給食課（☎0979-62-9013） 
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◎漁師さんの朝市  

■日時 12月 6日（日）・20日（日）・30日（水）7時～ 

■場所 小祝漁港（中津市字小祝）※冬季カキ小屋「美人小屋」横 

■内容 漁師さんから直接新鮮な魚介類を購入することができる人気の朝市です。販売開始

直後に完売することもあり、早めのご来場がおすすめです。30日は毎年恒例の年末

特別開催デーです。詳細は漁協中津支店ホームページをご確認ください。 

■問合先 大分県漁業協同組合中津支店（☎0979-22-2103） 

 

◎なかはくクリスマスマルシェ  

■日時 12月 12日（土）11時～19時 

■場所 中津市歴史博物館 

■内容 中津市歴史博物館でクリスマスマルシェを行います。雑貨・服・アクセサリーの 6

店舗とフードの 4店舗が出店！17時 30分から石垣ライトアップを行います。 

≪関連イベント≫石垣ライトアップ点灯式 

   ■日時 12月 12日（土）17時 30分～ 

    ※12月 12日（土）から令和 3年 1月 3日（日）の金土日、12月 31日の 17時 30分

から 20時まで、中津城の博物館前の石垣をライトアップします。 

■問合先 中津市歴史博物館（☎0979-23-8615） 

 

◎第 11回 Love ファンタジア中津 2020～日々頑張ってくれているあなたへありがとう～ 

■日時 12月 19日（土）18時 30分～21時  

■場所 ダイハツ九州スタジアム駐車場（少雨決行） 

■内容 今回は、「密」を避けるために車の中に乗ったまま鑑賞できるドライブインフェスを

開催します。大きなスクリーンで、アーティスト（つるの剛士、青山テルマ、花＊

花、MACO）のスペシャルライブを楽しめます。また、豪華景品が当たる大抽選会も

行います。 

■料金 1台 2,000円（限定：100台 ※事前に入場チケット購入が必要です） 

[チケット購入 URL] https://nakatsu-yeg.com/ 

■問合先 Loveファンタジア中津実行委員会（☎0979-22-2250 中津商工会議所青年部） 

 

◎花火大会～夜空にコスモスを咲かせよう～  

■日時 12 月 19 日（土）19時頃 

■場所 中津市三光の 4か所（真坂、山口、秣、深水）※3密を避けるため詳細は非公表 

■内容 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため例年開催してきた三光コスモス祭りが中

止となり、中津市三光地域の若手商業者・後継者はさびしく感じています。そこで

今回「夜空にコスモス『三光花火大会』」を開催することになりました。冬の夜空に

花火というコスモスを咲かせ、コロナ禍の終息と来年のコスモス祭りの開催に向け

た願掛けとして、中津市三光地区の 4か所において約 75発、合計で 300発の花火を

打ち上げます。 

■問合先 中津市しもげ商工会 三光支所（☎0979-43-2174） 
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◎南部自由市場  

■期日 12月 20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） 

 

◎木村記念美術館企画展「山本常一展～鳥のかたち～」 

■日時 令和 2年 12月 26日(土)～令和 3年 2月 23日（火・祝） 

9時～17時（入館は 16時 30分まで） 

■場所 中津市木村記念美術館（休館日：火曜日(祝日の場合は翌日)、12月 29日～1月 3日） 

■料金 一般 200円、大学生・高校生 100円、中学生以下無料 

■内容 今年で生誕 110年を迎える中津ゆかりの彫刻家山本常一(1910～1994)を取り上げた

を生涯にわたって制作したユニークな彫刻家で、自宅では実際に多様な種類の鳥と

ともに生活もしていました。実際に観察することによって得られる「鳥らしさ」が

見事に表現された作品群をぜひお楽しみください。 

また、期間中には学芸員による展示解説等のイベントも開催されます。ぜひお越し

ください。 

■問合先 中津市木村記念美術館（☎0979-22-7767） 


