雛めぐり

施設をめぐりスタンプを
集めた方に
うすき雛めぐり限定の
お菓子をプレゼント!
(毎回先着100名)

天保の改革の時代、質素倹約が奨励されて

き：4月26日
（金）
〜
9月2日
（月）9：30〜

臼杵市歴史資料館企画展

「近世臼杵の幕開け〜稲葉氏が臼杵にやって来た!〜」 とき：〜3月31日（日）

文禄2年(1593)、400年近く続いた大友氏による支配が幕を閉じ、臼杵は新たな時代を迎えます。
慶長5年(1600)の関ヶ原合戦後、
その臼杵の「殿様」
となった稲葉氏の動向を中心に、
「中世」
から
「近世」
へと移り行く臼杵の姿をご紹介します。

特別展「臼杵のキリシタン史」

とき：〜3月31日（日）

臼杵藩のキリシタン統制
の推移をご紹介します。

■問合先：歴史資料館 ☎0972-62-2882

国宝臼杵石仏報恩法要

いた臼杵藩では、豪華なお雛様ではなく紙の
お雛様しか認められていませんでした。当時
の紙雛をお雛様の原型である立ち雛を参考
に、再現し、和紙で仕立てたシンプルで気品
のある臼杵らしいお雛様を市内各所に飾り付
けています。

同時開催イベント
●菊芙路洋子社中琴演奏

■と き：〜3月17日（日）
■ところ：臼杵市観光交流プラザ
旧真光寺、久家の大蔵
サーラ・デ・うすき など
■問合先：臼杵市観光情報協会
☎0972-64-7130

と き：3月10日
（日）11：00〜
●茶道裏千家臼津直心会お呈茶
と き：3月16日（土）11：00〜
ところ：稲葉家下屋敷
問合先：臼杵市観光情報協会 ☎0972-64-7130

うすき赤猫まつり

福を招く「赤猫まつり」子供達が赤猫に扮して踊
る可愛い赤猫おどりのパレードなどがあります。
■と き：4月29日
（月）
〜30日
（火）
■ところ：臼杵市福良天満宮・八町大路ほか
■問合先：赤猫笑談会 ☎090-9070-4633

国宝臼杵石仏特別祈願法要

石仏造営に尽力した先人の偉業を偲ぶと共に磨
崖仏に感謝の意を捧げるための報恩法要。年に
一度の法要で、満月寺を出発し国宝の石仏群を
巡り供養巡拝します。
■と き：3月25日（月）11：00〜
■ところ：臼杵市深田（国宝臼杵石仏一帯）
■問合先：臼杵市観光情報協会☎0972-64-7130

石仏の「ご祈願箱」に投函された「祈願書」
を臼杵
市仏教会の僧侶の皆様が読経とともに祈願奉納
致します。参列された方には、大般若経の経典本
による風を受けて頂き安寧を祈願致します。
■と き：5月27日（月）
（予定）11：00〜
■ところ：国宝臼杵石仏（古園石仏）
■問合先：臼杵市観光情報協会 ☎0972-64-7130

定期開催イベント!!
クーポン付きガイドと一緒にまちあるきプラン

う

すき

八町大路 幟市

のぼりいち

3
5

月

観光ガイドが臼杵の町を楽しく案内してくれます。
（前日16時までに要予約）
●と き:毎週土・日曜日 10：30〜/13：00〜 ●ところ: 臼杵市観光交流プラザ
●参加料:500円（500円分のクーポン付き）※小学生以下無料（クーポン無し）
●問合先:臼杵市観光情報協会 0972-64-7130

2019

月〜

東神野にある、熊野神社の春まつりです。
古武士の棒術を思わせる勇壮な踊りを披露します。
■と き：４月13日（土）10：00＊雨天翌日順延
■ところ：臼杵市東神野、熊野神社 ほか
■問合先：東神野風流、杖踊保存会
☎090-4982-9510

年

風流杖踊り

めぐり

― 4月1日
（月）
〜4月25日
（木）
まで展示リニューアルのため休館します。 ―
■ところ：臼杵市歴史資料館（※火曜日休館）
■料 金：入館料のみ 一般320円 学生160円

スタンプラリー

「青空市場」
でのグルメ品販売やお得な
「ぽっきり市」
など開催します。
●と き:毎月第1土曜日 10：00〜
●ところ:臼杵市中央通り商店街
（八町大路）
●問合先: 臼杵市中央通り商店街事務局 0972-63-8525

日時：平成31年３月16日
ＡＭ７：30〜
会場：臼杵魚市場(雨天決行)

売切れ
ゴメン

◆カボスぶり神経抜き実演会 8：10〜
イベント ◆カボスぶり・海の匠ぶり無料試食!! 8：20〜
内容 ◆ミニ競り 7：40〜 ◆じゃんけん大会 8：30〜
◆お楽しみ大抽選会！9：00〜 ◆商品引き換え券プレゼント！
！

【問合先】うすき海鮮朝市実行委員会・臼杵魚市場仲買人組合・大分県漁業協同組合臼杵支店 ☎0972-63-1414

Usuki Farmer's Market ひゃくすた（百姓 new standard）

「ほんまもん農産物」
を持ち寄り販売します。
これらを使用した朝食など提供されます。
●と き：毎月第1日曜日 8：00〜11：00
●ところ：臼杵石仏公園 ●問合先：ひゃくすた実行委員会
（山崎） 090-4424-3021

吉四六ばなし口演

野津町の民話「吉四六ばなし」が聞ける無料の口演です。
●と き：毎月第2･第4日曜日 11:00〜13:30
●ところ：吉四六さんの家 ●問合先：臼杵市市民生活推進課 0974-32-2220

臼杵市観光交流プラザ

臼杵市観光情報協会

大分県臼杵市大字臼杵 100-2

http://www.usuki-kanko.com/

TEL 0972-63-1715

TEL 0972-64-7130

※このパンフレットの制作にあたり、ふるさと納税を活用しています。

大分県臼杵市

うすきの春 みどころ満載！

■と

2019
うすき雛めぐり

臼杵藩 の

臼杵市歴史資料館は平成31年4月26日に満
5周年を迎えます。
これを機に、
「祈りの歴史と
文化」を視点に、古代から近世までの通史的
展示を行います。
また、市所蔵資料、市内史跡
等に関する企画展示を行います。

春春

「臼杵の歴史イッキ通感」

開館5周年記念展示

うすき

臼杵城址

桜ま つり

と き：3月29日（金）〜4月7日（日）
ところ：臼杵公園ほか

問合先：臼杵城址桜まつり実行委員会事務局
（臼杵市おもてなし観光課内）☎0972-64-6080

豊後大友宗麟鉄砲隊火縄銃空砲演武

第44回

吉四六まつり

吉四六さんの寸劇、郷土芸能（太鼓、神楽、獅子舞）、仮面ライダージオウショー
（２回公演）
、
千人鍋
（無料配布）
など様々な楽しい催しを行います。

と き：４月14日
（日）9：30〜15：25
ところ：野津吉四六ランド

問合先：吉四六まつり実行委員会
（野津町商工会内）
☎0974-32-2389

大友宗麟が唯一築城した丹生島城（臼杵城）跡で実際の火縄銃の空砲
演武を行います。時間・場所につきましては、臼杵商工会議所青年部会
HP又はFacebookをご覧ください。

き：4月7日(日) ※雨天/武者行列：中止
火縄銃空砲演武：中止（小雨決行）
ところ：豊後大友宗麟鉄砲隊
武者行列：八町大路13：00〜13：40
火縄銃空砲演武：大手門公園14：00〜15：00
問合先：臼杵商工会議所青年部会事務局
☎0972-63-8811

国宝臼杵石仏

ゴールデン
ウィークイベント
■と き：5月3日
（金）
〜5月5日
（日）
■ところ：国宝臼杵石仏周辺
■内 容
・ほんまもん野菜の販売や
復活した幻の焼き物
臼杵焼きイベント
・銘菓臼杵せんべいイベント他
・家族みんながたのしめるイベント
盛りだくさん
・ペット達も大喜びの企画も
■問合先：臼杵市観光情報協会
☎0972-64-7130

と

うすき食フェス
臼杵のおいしいものが臼杵市観光交流プラザ
に大集合する
『うすき食フェス』へ、ぜひお越しく
ださい。

■と

第38回ワープ桜フェスティバル
太極拳、和太鼓、ダンス、バトン、バンドなどの演技や演奏をはじめ、郷土芸能の発表等のステージ
イベントほか

と き：3月30日(土) 11：00〜17：00 ※雨天中止
ところ：臼杵公園グランド一帯
問合先：第38回ワープ桜フェスティバル 実行委員会（河野）
☎0972-65-3307

野津吉四六ランド

約2000本の桜を
ライトアップします。
幻想的な夜桜を
お楽しみ下さい。

ラグビー普及イベント
「スクラムジャパンプロジェクト」事業

3/29
（金）
〜4/5
（金）
夜桜ライトアップ
桜の開花状況により変更になる
場合があります。
問合先/臼杵市役所市民生活推進課
☎0974-32-2220

ラグビー体験/ゴールキック体験・コンタクトバッククラッシュ（タックル体験）
・ラインアウト
キャッチ
（ラインアウト体験）
・パスターゲット・スタンプラリー開催

と き：3月30日(土) 10：00〜15：00 ※雨天中止
ところ：大手門公園
問合先：臼杵市ラグビーフットボール協会 ☎090-4517-8133
（吉良）

桜のライトアップ
時間 18：00〜22：00

ライトアップ期間は、桜まつり開催期間中です。
※桜の開花状況により、
期間外でもライトアップ
を行う場合があります。

き：5月3日
（金）
〜5月5日
（日）
11：00〜
（予定）
※なくなり次第終了
■ところ：臼杵市観光交流プラザ
サーラ・デ・うすき
■問合先：臼杵市観光交流プラザ
☎0972-63-1715

四社合同蔵開き
さく ら情 報

各場所の詳細は、
「臼杵市観光情報協会」HPをご覧ください。

市内酒蔵四社が一同に会して出張蔵開きを
開催します。
この時期ならではの新酒が楽し
めるほか、
臼杵自慢のグルメを集めた角打ち
スタイルで臼杵の魅力を満喫していただけ
ます。

■と
木ケ畑ボタン桜

立石山ソメイヨシノ

大岩山桜

国宝臼杵石仏・芝桜

見頃：４月中旬から下旬

見頃：３月下旬から４月上旬

見頃：３月中旬から下旬

見頃：３月下旬から4月下旬

き：５月25日
（土）
16：00〜19：00
■ところ：臼杵市観光交流プラザ
■問合先：臼杵市観光情報協会
☎0972-64-7130

