
大鶴地区、夜明地区の住民の皆様へ お知らせ！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日田彦山線について 

JR 九州による説明会 

日時：８月６日（火）１９時～ 

場所：大明小中学校・体育館 

内容：１．復旧について 

   ２．質問に対する回答 

   ３．その他 

お問合わせ先：日田市まちづくり推進課 

          公共交通・交流係 

電話 0973-22-8356 

 平成２９年７月九州北部豪雨により被災した日田彦山線の復旧につ

きましては、大変なご心配、ご不便をおかけしていることを重ねてお詫

び申し上げます。 

 さて、６月２９日、復旧についての協議経過と３つの案について市が

報告会を開催し、皆様からご意見やご質問をいただきました。 

今回は、ＪＲ九州による説明会を開催します。多くの方のご参加をお

願いいたします。 



企業訪問バスツアー⾏程表 令和元年7⽉27⽇現在

⽇ 付
テーマ
参加者

8⽉5⽇
ウッドコンビナートってなんだ！？探検ツアー

中学⽣対象

8⽉6⽇ 8⽉8⽇

⾼校⽣対象 ⾼校⽣対象 中学⽣対象
世界に⽻ばたけ！モノづくりツアー地域の魅⼒再発⾒！⼈を幸せにする仕事に出会う

参加者
⽇ 程

9:00 五⾺中学校出発 9:00 市役所出発 9:15 市役所出発 8:40 東有⽥中学校出発

9:30 ㈱九州⽊材市場 ⾒学 9:15 ㈱⾼瀬⽂夫商店 ⾒学   9:45 喜楽苑 ⾒学 9:00 市役所出発

10:40 出発 10:20 出発 11:30 出発 9:15 中央発条⼯業㈱ ⾒学

中学⽣対象 ⾼校⽣対象 ⾼校⽣対象 中学⽣対象

10:40 出発 10:20 出発 11:30 出発 9:15 中央発条⼯業㈱ ⾒学

10:50 ベストリビング㈱ ⾒学 10:30 ㈱モリショウ ⾒学 11:45 道の駅 ⽔辺の郷おおやまにて昼⾷ 10:30 出発

12:00 出発 11:40 出発 12:30 出発 10:45 SWS⻄⽇本㈱ ⾒学

市役所で昼⾷ 市役所で昼⾷ 12:40 奥⽇⽥温泉うめひびき ⾒学 12:00 出発

13:00 市役所出発 13:00 市役所出発 14:20 出発 12:15 市役所

13:10 13:10 ㈱九州⽊材市場 ⾒学 14:30 ㈱⼤⼭ ⾒学 12:30 中学校到着㈱⾼瀬⽂夫商店 ⾒学

前津江中学校
⽣徒合流

14:20 出発 14:20 出発 15:30 出発

14:30 ㈱モリショウ ⾒学 14:30 ベストリビング㈱ ⾒学 16:00 市役所到着

16:00 出発 15:40 出発

16:30 中学校到着 15:50 市役所到着

五⾺中学校 12名 林⼯⾼校 14名 昭和学園 12名 東有⽥中学校 3名
前津江中学校 ７名 ⽇⽥⾼校 3名

参加予定



No. 掲載店舗名 住所 エリア カテゴリ

1 鮎やな場茶屋 日田市若宮町1233-22 日田 飲食

2 うなぎ・川魚料理 いた屋本家 日田市港町3-29 日田 飲食

3 うなぎの黒田屋 日田市豆田町2-2 日田 飲食

4 奥豆田　四季の里 日田市北豆田1779 日田 飲食

5 季節料理 花門 日田市元町78 日田 飲食

6 春光園 日田市隈1-3-3 日田 飲食

7 すし金 日田市亀山町5-7 日田 飲食

8 寿司処 おこぜ 日田市隈2丁目1-12 日田 飲食

9 膳処 ごうや亭 日田市中城町2-28 日田 飲食

10 そば処 草八 日田市豆田町12-4 日田 飲食

11 寳屋 日田市元町13-1 日田 飲食

12 ちそうや　こてつ 日田市中本町6-10 日田 飲食

13 日本料理　ゆずはん 日田市隈1丁目2-6 日田 飲食

14 民宿割烹　たき 日田市川原町3-33 日田 飲食

15 八坂庵 日田市隈2丁目6-11 日田 飲食

16 彌助すし 日田市本庄町3-9 日田 飲食

17 和食工房 新 日田市丸の内4-19 日田 飲食

18 天然鮎の店ヒグチ 日田市庄手635-1（日田天領水の里 元氣の駅内） 日田 その場で炭火焼

19 旅籠かやうさぎ 日田市琴平町1529-1 日田 旅館

20 日田の宿 よろづや 日田市隈1丁目3-12 日田 旅館

21 伯亭 若の屋 日田市豆田町7-31 日田 旅館

22 歴史の宿 亀山亭ホテル 日田市隈1丁目3-10 日田 旅館

23 小京都の湯 みくまホテル 日田市隈1丁目3-19 日田 旅館

24 リバーサイドホテル 山水館 日田市川原町3-23 日田 旅館

25 魚福 日田市隈２丁目５−１５ 日田 お土産

26 川魚まつむら（松村タイヤ商会） 日田市北友田２丁目２０４３ 日田 お土産

27 サッポロビール物産館 森の風 日田市大字高瀬6979 日田 お土産

28 原次郎左衛門の味噌醤油蔵 日田市中本町5-4 日田 お土産

29 日田漁業協同組合 日田市大宮町1166-3 日田 お土産

30 日田玖珠地域産業振興センター 日田市三本松2-3-1 日田 お土産

31 日田天領水の里　元氣の駅 日田市庄手635-1 日田 お土産

32 三隈川鮎うるか製造元 日田市隈2-2-14 日田 お土産

33 名産品 土産品 元町拾八番地 日田市元町18-1 日田 お土産

34 やさいランド 日田市天瀬町馬原767-1 天瀬 その場で炭火焼

35 山荘 天水 日田市天瀬町桜竹601 天瀬 旅館

36 瀬音・湯音の宿浮羽 日田市天瀬町赤岩3-5 天瀬 旅館

37 浮羽別館 新紫陽 日田市天瀬町桜竹357 天瀬 旅館

38 丸山荘 日田市天瀬町赤岩7-14 天瀬 旅館

39 みるき～すぱ サンビレッヂ 日田市天瀬町赤岩108-1 天瀬 旅館

40 旅館 本陣 日田市天瀬町湯山1138 天瀬 旅館

41 旅館　華水 日田市天瀬町赤岩100-1 天瀬 旅館

42 日田屋旅館 日田市天瀬町桜竹362-1 天瀬 旅館

43 観光ホテル 成天閣 日田市天瀬町湯山1143 天瀬 旅館

44 旅館 渓仙閣 日田市天瀬町赤岩913-1 天瀬 旅館

45 福屋旅館 日田市天瀬町赤岩6-1 天瀬 旅館

46 ホテル水光園 日田市天瀬町桜竹485-1 天瀬 旅館

47 温泉ホテル LINGO 日田市天瀬町赤岩1548-7 天瀬 旅館

48 田代屋本店 日田市天瀬町桜竹483 天瀬 お土産

49 鳥たつ 日田市天瀬町桜竹667-2 天瀬 お土産

50 川魚えとう商店 日田市大山町西大山4106（水辺の郷おおやま内） 奥日田 その場で炭火焼

51 木の花ガルテン 大山店 日田市 大山町東大山274-1 奥日田 その場で炭火焼

52 奥日田温泉うめひびき 日田市大山町西大山4587 奥日田 旅館

53 農家民宿タラの芽の里やすこ 日田市上津江町川原2305-18 奥日田 旅館

日田の鮎お食事マップ　掲載店舗一覧



市営夜明住宅

■西側（玄関）

■東側



おきあげ人形製作資料

おきあげ人形 下　　絵

製作用具 面　　目

額装押絵 押絵羽子板
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