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雛 めぐり
天保の改革の時代、質素倹約が奨励されて
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。

■と き：２月７日(金)～3月15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

三浦按針没後400年
日蘭 交 流 4 2 0 周 年 記 念 事 業

「三浦按針展」
三浦按針の歴史紹介やリーフデ号等につい
て紹介するパネル（日本語、英語、オランダ語）
や航海に関係するレプリカ等の展示。

同時開催イベント
菊芙路洋子社中琴演奏 ＆
茶道裏千家臼津直心会お呈茶
①と き：２月24日（月・祝）11：00～
ところ：臼杵市観光交流プラザ
②と き：3月15日（日）11：00～
ところ：旧臼杵藩主稲葉家下屋敷

の

問合先：臼杵市観光情報協会 ☎0972-64-7130

■と き：４月19日(日)～９月30日（水）
■ところ：臼杵市観光交流プラザ 等
■問合先：臼杵市 秘書・総合政策課
☎0972-63-1111（内2117）

駅長おすすめの

JR九州ウォーキング
スタート駅

JR臼杵駅

臼
杵
藩

臼杵藩の春めぐり

2/8
（土）うすき雛を巡る城下町ウォーキング

お問い合わせ：JR九州大分鉄道事業部 ☎097-538-2957 佐伯駅 ☎0972-22-0142
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春のうすき食フェス
臼杵市のおいしいものが大集合!!
ぜひ、春のうすき食フェスへお越しください。

臼杵市歴史資料館企画展示
「臼杵の歴史の語り部」～3/23
２ うすき雛めぐり 2/7～3/15
３ 臼杵城址桜まつり 3/27～4/5
４ 国宝臼杵石仏報恩法要 3/24
５ 第39回ワープ桜フェスティバル 3/28
６ 花まつり 4/4
７ 第45回吉四六まつり 4/5
８ 豊後大友宗麟鉄砲隊火縄銃空砲演武 4/5
1

第44回臼杵さくらマラソン大会 4/5
10 東神野風流杖踊り 4/11
11 三浦按針没後400年日蘭交流420周年記念事業
「三浦按針展」4/18～9/30
12 赤猫祭り 4/29～30
13 うすき食フェス 5/3～4
14 国宝臼杵石仏特別祈願法要 5/25
（予定）
15 四社合同蔵開き 5/30
（予定）
９

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
■と き：５月３日（日）～４日（月・祝）
■ところ：八町大路等
(臼杵市中央通り商店街・畳屋町通り商店街)
■問合先：臼杵市観光情報協会
☎0972-64-7130

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

八町大路 幟市

のぼりいち

「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

みう
どす
こき
ろの
満春
載
！

春
令
和
２
年
3
月
〜
5
月

め
ぐ
り

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・スイーツなど提供されます。
●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(吉四六ランド内) ●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

TEL 0972-63-1715

TEL 0972-64-7130

大分県臼杵市大字臼杵 100-2

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

※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

３

臼杵城址

桜ま つり

臼杵城址は大友宗麟によって築城されました。
約800本のソメイヨシノに包み込まれ、各種ステー
ジイベントや露店も出店します。
ライトアップ
桜の

桜のライトアップ時間 18：00～22：00

と き：3月27日（金）～4月5日（日）
ところ：臼杵公園
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

９

ライトアップ期間は、
桜まつり開催期間中です。

８

第44回臼杵市さくらマラソン大会

今年で44回目を数える大会です。当日参加可能なウォーキング
の部をはじめ、誰もが参加しやすい大会となっています。

と き：４月５日
（日）
ところ：臼杵市中央公民館
料 金：一般2,000円、高校生以下800円、ファミリー2,500円
ウォーキングの部 一般500円、
高校生以下300円
問合先： 臼杵市教育委員会社会教育課
☎0972-63-6444

豊後大友宗麟鉄砲隊
火縄銃空砲演武

※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。

７

第45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）
、
仮面ライダーゼロワンショー
（２回公演）
、
吉四六米
の無料配布など様々な楽しい催しを行います。
と き：４月5日
（日）
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事務局（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。

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ください。

と

吉四六ランドライトアップ

き：４月5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

５

第39回ワープ桜フェスティバル

３月下旬頃
（桜の開花状況により変更になる場合があります。
）
問合先/吉四六の里観光協会
（臼杵市役所市民生活推進課内）
☎0974-32-2220

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。

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、郷土芸能の発表会等
のステージイベントほか※雨天中止

と き：３月28日
（土）11：00～17：00
ところ：臼杵公園グラウンド一帯
問合先：第39回ワープ桜フェスティバル
実行委員会 ☎0972-65-3307

花まつり

1 臼杵市歴史資料館企画展示

６

「臼杵の歴史の語り部」

お釈迦様の誕生をお祝いするお祭りです。稚児
行列や法要を執り行います。

企画展示「臼杵の歴史の語り部」では、臼杵市が所蔵する
様々な歴史資料を期間限定で出展しています。今回の展示
では、歴代藩主が使用していた印章や、特に、
「 幻の焼き
物」
とも呼ばれる、江戸時代終わり頃からの十数年だけ臼
杵で生産されていた、
「 末広焼」や「丸山焼」
を期間限定で
展示中。

■と き：４月4日（土）
■ところ：見星寺、八町大路、臼杵市観光交流プラザ
■問合先：臼杵市仏教会各寺院、
臼杵市観光情報協会
☎0972-64-7130

■と き：2019年12月21日（土）～2020年３月23日(月)
■ところ：臼杵市歴史資料館（臼杵市大字市浜808番１）
■料 金：一般330円、学生160円
■問合先：臼杵市歴史資料館 ☎0972-62-2882
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15 四社合同蔵開き
醸造の町臼杵を代表する、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、
角打ちスタイルで満喫していただけます。
■と き：５月30日
（土）
予定
■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

赤猫まつり

福を招く
「うすき赤猫まつり」。期間中は、子供た
ちが赤猫に扮して踊る可愛い赤猫おどりパレー
ドや赤猫石めぐり、赤猫総選挙など、楽しい催し
がいっぱいです。
■と き：４月29日（水・祝）
■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

10 東神野風流杖踊り
熊野神社の東神野の春祭り。古武士の棒術を思
わせる勇敢な踊りを披露します。
■と き：４月11日
（土）
■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

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

４

国宝臼杵石仏報恩法要

年１回、石仏造営に尽力を尽くした先人の偉
業を偲ぶとともに磨崖仏に感謝の意を捧げ
るための報恩法要。満月寺を出発し、国宝石
仏４郡59体を供養巡拝し満月寺でも法要が
執り行われます。
■と き：3月24日
（火）
■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

14 国宝

臼杵石仏特別祈願法要
石仏に設置してある「ご祈願箱」に入れられ
た「祈願札」
を臼杵市仏教会の僧侶の皆様が
読経とともに祈願奉納いたします。参列され
た方には、大般若経の経典本による風を受け
ていただき安穏を祈願いたします。
■と き：5月25日
（月）
予定
■ところ：国宝臼杵石仏、
古園石仏群
■問合先：臼杵市観光情報協会
☎0972-64-7130

