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中津市 2月～3月のイベント等情報について 

◎コアやまくにアイススケート  

■期間 令和 2年 11月 21日（土）～令和 3年 3月 7日（日） 

＜平日＞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。徒歩すぐの場所に温泉と食堂があり、のんびり過ごすことが

出来ます。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。 

■問合せ先 やすらぎの郷やまくに（☎0979-62-2186） 

 

◎カキ小屋「美人小屋」  

■期間 令和 2年 12月 18日(金)～令和 3年 3月 21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、地元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。ひがた美人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、

濃厚で鮮烈な甘みが特徴です。ぜひ美味しい旬のカキをご賞味ください！ 

※カキ小屋ではひがた美人の直売も行っています。 

■問合せ先 大分県漁業協同組合 中津支店（☎0979-22-2103） ※平日 9時～12時、 

13時～17時 

 

◎第 1回やばけいの郷ひなまつり  

■期間 2月 14日(日)～3月 7日(日)  

■場所 （メイン展示場所）相良鉄工所 1・2階（耶馬溪町大字戸原） 

（サブ展示場所）耶馬溪公民館（耶馬溪町大字柿坂） 

※他に「平田郵便局」（耶馬渓町大字平田）、「郷づくり停車場たこ焼き」（耶馬溪

町大字大島）にも雛人形を展示 

■開館時間 （メイン展示場所）10時～15時 

（サブ展示場所）9時～17時 

■内容 約 1,000体のおひなさまと地元の方が作成した作品を展示します。 

また、地元の方が作成した農産物や工芸品等を販売するブースもありますので、

ご家族やお友だちとご一緒にお越しください。 

※新型コロナウイルス感染防止対策として、メイン会場は入場時に検温及び手指

消毒を実施し、マスク及びビニール手袋着用をお願いします。 

■問合せ先 耶馬溪支所 地域振興課（☎0979-54-3111） 
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◎漁師さんの朝市  

■日時 2月 21日、3月 7日、21日（毎月第 1､第 3日曜日）7時～売切れ次第終了 

■場所 小祝漁港（中津市字小祝）※カキ小屋「美人小屋」横 

■内容 新鮮な魚介類を漁師さんから購入することができる人気の朝市です。さばき方の

コツやおすすめの調理法など、漁師さんに直接聞くこともできます。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。 

時化による縮小開催等、詳細は漁協中津支店ホームページをご確認ください。 

■問合せ先 大分県漁業協同組合中津支店（☎0979-22-2103） ※平日 9時～12時、 

13時～17時 

 

◎八面山金色渓谷渓流登山  

■日時 2月 27日（土）9時開始(受付 8時 30分～) 

■集合場所・駐車場 八面山荘下駐車場  

■料金 500円 ※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（先着 40名） 

■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 8日(月)～19日(金) 

■内容 八面山の金色渓谷コースを登ります。自然な山道で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？ 

※新型コロナウイルス感染防止対策として、参加者にはマスクの着用をお願いし、

受付時に検温及び手指消毒を実施します。登山は 4班に分かれてスタートします。 

■問合せ先 三光支所 地域振興課（☎0979-43-2050） 

 

◎月イチ映画館  

■日時 2月 27日（土） ①10時、②14時、③18時 上映(3作品) 

■場所 コアやまくにシアター 

■料金 １作品 300円 

■上映作品 ①「ザ・トゥルー・コスト」、②「ダムネーション」、③「デイヴィッドとギ

リアン響きあうふたり」 

■問合せ先 コアシネマ運営委員会（☎0979-62-3111 山国支所地域振興課内） 

※平日 9時～17時 

 

◎南部自由市場  

■日時 2月 28日、3月 28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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◎第 7回「歴史探検ウォークラリー」  

■日時 3月 6日（土）9時 30分～12時頃 ※受付 9時 30分～10時（各自スタート） 

■集合場所 中津城公園ふじ棚前 

■訪問先 福澤旧居、寺町、諸町、村上医家史料館、中津市歴史博物館ほか（約 3km） 

■料金 無料（要事前申込・定員 50組・先着順） 

■申込期間 2月 1日（月）～2月 26日（金） 

■内容 中津城界隈をクイズを解きながら探検します。（クイズの難易度：小学生程度）

お友達や家族と一緒にご参加ください。中津ジュニア歴史ガイド（南部小学校４

～６年生）も活躍します！※新型コロナウイルス感染防止対策として、参加者に

はマスクの着用をお願いし、受付時に検温を行います。 

■問合せ先 南部まちおこし講座事務局（南部公民館内☎0979-25-0822(FAX共)） 

※月・水～金の 9時～12時と 13時～15時  

 

◎福澤諭吉記念第 12回「諭吉かるた」大会  

■期間 令和 3年 3月 6日（土）※2月 6日開催予定を延期 

＜低学年の部＞10時 30分～12時 30分 

11時～競技開始 リーグ戦（1チーム 2試合） 

＜高学年の部＞14時 30分～16時 30分 

15時～協議開始 リーグ戦（1チーム 2試合） 

■場所 中津下毛教育会館 （市役所 3階大会議室から変更） 

■内容 平成 21年（2009年）に福澤諭吉肖像 1万円札発行満 25年記念事業の一環として、

第 1回を開催。今年は、感染予防対策により無観客となりますが、試合の様子は

出場選手の保護者限定で、リモート配信する予定です。 

■問合せ先 中津市教育委員会 社会教育課 生涯学習推進室（☎0979-62-9012） 

 

◎山国伝統芸能公演会  

■日時 3月 7日（日）13時 30分～（13時開場） 

■場所 コアやまくにシアター（中津市山国町守実 130番地） 

■料金 前売り 1,000円 ／ 当日 1,300円 （全席自由） 

【前売り販売所】コアやまくに、みんなのお店、やすらぎの郷やまくに、道の駅やまくに 

■内容 鬼や大蛇が華麗に舞い踊る山国神楽が、コアやまくにシアターおいて披露されま

す。また、山国の伝統芸能（神楽、六助太鼓）の記録動画お披露目会も行われる

予定です。 

■問合せ先 一般財団法人コアやまくに（☎0979-62-2140） 

 

◎夜桜お八 

■期間 3月 21日（日）～4月 4日（日）（ライトアップ：18時 30分～21時） 

■場所 八面山野外音楽堂（駐車場は、八面山荘下駐車場をご利用下さい。） 

■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』、3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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◎春休みイベント 小学生以下レンタサイクル無料  

■期間 3月 27日（土）～4月 4日（日） 

■場所 青の洞門サイクリングセンター風水園、耶馬溪サイクリングターミナル、やすら

ぎの郷やまくにの 3箇所で同時開催 

■料金 大人 500円、中学・高校生 200円、小学生以下無料 

■内容 春休み期間中、小学生以下の子どもたちを対象にレンタル自転車を無料で貸し出

します。サイクリングロードは子どもたちも走りやすい、坂道もなだらかなコー

スです。桜が満開の季節に、家族そろってサイクリングで春の陽気を楽しみませ

んか？ 

■問合せ先 青の洞門サイクリングセンター風水園（☎0979-52-2108）、耶馬溪サイクリ

ングターミナル（☎0979-54-2700）、やすらぎの郷やまくに（☎0979-62-2186）  

 

◎キッチンカーフェス“サクラ咲く”in ダイハツ九州スポーツパーク大貞  

■日時 3月 27日（土）、28日（日）、4月 3日（土）、4日（日）10時～17時 

■場所 ダイハツ九州スポーツパーク大貞特設会場（ダイハツ九州スタジアム付近） 

■内容 キッチンカー（移動販売車）やテイクアウト販売店が集うキッチンカーフェスを

開催します。お花見のシーズン、三密にならないオープンスペースでおいしい食

を味わいながらリフレッシュできるひと時を過ごしませんか？ 

■問合せ先 一般社団法人コミュサポ（NOAS FM内）（☎0979-27-0786） 

 

◎八面山桜ウォーク  

■日時 3月 28日（日）9時 30分～（受付 9時～） 

■集合場所・駐車場 八面山荘下駐車場  

■料金 500円 ※参加賞、保険料込み 

■定員 70名 

■申込期間 3月 1日（月）～12日(金) 

■申込方法 電話で申し込み後、申込用紙を提出 

■内容 春の八面山を歩いてみませんか。コースは八面山荘下駐車場をスタートし、四季

の丘公園、旧野外活動施設跡地を抜け、市道を歩いた後、野外音楽堂、箭山権現

石舞台を巡るコースで所要時間は約 2時間です。 

    ※新型コロナウイルス感染防止対策として、参加者にはマスク着用をお願いし、

受付時に検温及び手指消毒を実施します。ウォーキングは数班に分かれてスター

トします。 

■問合せ先 三光支所 地域振興課（☎0979-43-2050） 

 

 

 

 

 

 

 

 



【中津市】R3.2.19（金）定例記者会見資料 

************************ イベント中止のお知らせ ************************ 

下記のイベントは、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止になりました。 

 

◎中津のひなまつり  

～本耶馬渓のひな祭り遊覧～ 

■時期 2月中旬～3月中旬 ■場所 本耶馬溪地域 

～城下町中津のひなまつり～ 

■時期 2月下旬～3月上旬 ■場所 中津城下町周辺 

◎椿まつり  

■時期 3月中旬 

■場所 福島小平遺跡公園（法華寺） 

◎中津城二ノ丸公園桜祭り  

■時期 3月中旬～4月上旬 

■場所 二ノ丸公園 

◎大貞公園桜まつり  

■時期 3月中旬～4月上旬 

■場所 大貞公園 

◎深泉寺桜まつり  

■時期 3月下旬～4月上旬 

■場所 深泉寺 

 


