
２０２１年１１月６日（土）～１１月２８日（日）

主催 日田まつり振興会 詳しくは
コチラから

問い合わせ TEL： 0973-22-8210 （市観光課）
※内容が変更になる場合があります



着物（和装）で豆田町を散策しながら一枚。
着物（和装）でお越しの方には、オリジナルのノベルティ
をプレゼントします！

天領時代の衣装で豆田町を散策しながら一枚。
参加者には、記念にオリジナルの日田杉ファイルをプレゼント！

実施日：11/6（土）7（日）13（土）14（日）
受 付：10時 ～ 15時（先着40名/1日）
場 所：豆田まちづくり歴史交流館 はなれ座敷

着物を着て豆田町や隈町を散策しながら一枚。
着物着付け教室の「ひた琇未会」が着物のレンタル、着付け
を行います。
実施日：11/20（土）21（日）時 間：10時～16時（受付時間）
場 所：天領日田資料館
料 金：〈レンタル〉2,500円 〈持込〉500円

《問い合わせ》 ひた琇未会（小野）：090-3906-6604

Instagramを使ったフォトコンテストを実施します。
期間中、日田市内で「日田」をテーマにした思い出の写真を撮影して、
「#ヒタジェニック」をつけて投稿！
優秀作品5名の方に日田の特産品をプレゼントします！
インスタ映えするスポットや、お気に入りの町並み、和装や時代衣装など、
思い出に残る写真を撮影しながら、秋の天領日田を満喫しよう。

実施期間：11/6（土）～11/28（日）

※お買い物には、5,000円のチャージで6,500円分のお買い物ができる電子商品券「ひたpay」
をご利用ください。（アプリをダウンロードし、全国のコンビニでチャージすれば、登録店舗でご利用できます。）

※キャンペーンにお越しの際は、三つの密の回避やマスクの着用、手洗いなどの
基本的な感染防止対策をお願いします。

観光課のInstagram
をフォローして始めよう！

天領時代の郡代夫婦の衣装を着て、結婚の思い出となる写真を
日田で活躍する若手写真家が撮影します。 ※応募は終了しました。

実施日：11/6（土）7（日）13（土）14（日）
時 間：午前中 場 所：豆田町界隈

実施日：11/6（土）7（日）13（土）14（日）
時 間：10時 ～ 15時
場 所：豆田まちづくり歴史交流館前

※こども用衣装は、ございませんのでご了承ください。



日田の「先哲」をめぐるスタンプラリーを実施します。
この機会に日田が生んだ「先哲」を学びましょう。
条件をクリアした方には、オリジナルの日田杉ファイルを
プレゼントします。さらに、抽選で5名の方に日田の特産品
を差し上げます。

実施期間：11/6（土）～11/28（日）

隈町の黎明館で様々な催しを開催します！

実施日：11/27（土）
時 間：12時～20時 場 所：黎明館 ※入場無料

《問い合わせ・申込先》 ブラ隈まち歩き実行委員会（小野）：090-3906-6604

実施日：11/20（土）～ 28（日） 場 所：日田温泉旅館街

豆田町の両商店街で、合計1,000円以上お買い物をされ
た方に、お茶とお菓子の接待を行います。
実施日：11/20（土）21（日） 時 間：11時～16時
場 所：豆田まちづくり歴史交流館裏広場

※金額は、領収日が11/20（土）または 21（日）となっているレシートが有効です。

竹灯籠で温泉街は幻想的にお出迎え！

《問い合わせ》 日田温泉協同組合：0973-22-2062

隈町商店街（黎明館）で音楽イベントを開催します♪
11/7（日）14時開場 2,000円（ワンドリンク付）出演：HUBB 他

11/21（日）13時開場 3,000円（ワンドリンク付）出演：スクナシ 他

《問い合わせ》 隈町商店街（古後）：090-8419-3392

今年も日田駅前にて「ミニ千年あかり」ほか、関連イベントを
開催します。竹灯籠の光に包まれて素敵な夜を過ごしませんか。

《問い合わせ》 日田商工会議所青年部：0973-22-3184

①日隈歴史講話 13時～（3回程度）
②和文化ワークショップ（お抹茶、におい袋、つまみ細工 等）※有料
③着物レンタル&写真撮影&船上夕食&ガイド付まち歩き（定員20名）

※有料、要予約

実施日：11/20（土）21（日）
時 間：18時～21時 場 所：日田駅前広場

詳細は、市ホームページでご確認ください ➡

雄大な日田の自然を肌で感じられる優雅なクルーズ船へ
出掛けましょう。

実施日：11/7（日）14（日）21（日）28（日）
時 間：17時～ 料 金：1,100円

《問い合わせ》 Caffelひなのさと：0973-22-2134



中村 西国
(なかむら さいごく）

1647年～1695年
日田俳諧の開祖。

草野 宋内
(くさの そうない）

1778年～1852年

公益事業家。廣瀬久兵衛とともに小ヶ瀬
井路の開発に尽力する。

坂本 朱拙
(さかもと しゅせつ）

1656年～1733年
日田俳壇の形成に尽力する。

廣瀬 淡窓
(ひろせ たんそう）

1782年～1856年

教聖。日本最大の私塾「咸宜園」を開く。
全国60ヶ国以上から約5000人の門下
生が入門。

長野 野紅
(ながの やこう）

1660年～1740年
日田の俳諧文芸の興隆に尽力する。

廣瀬 秋子
(ひろせ ときこ）

1784年～1856年
廣瀬淡窓の妹。宮中の風早局に仕える。

長野 りん
(ながの りん）

1674年～1757年

夫・野紅とともに日田の俳諧文芸の興隆
に尽力する。

廣瀬 久兵衛
(ひろせ きゅうべえ）

1790年～1871年

経世家。小ヶ瀬井路の開発をはじめ、豊
後高田の呉埼新田、宇佐の九兵衛新田
を開発。

穴井 六郎右衛門
(あない ろくろうえもん）

1676年～1747年

義民。代官の圧政を幕府に直訴、死罪
となる。

山田 常良
(やまだ つねよし）

1798年～1859年

公益事業家。
伏木の石坂石畳道を整備する。

手島 新左衛門景大
(てしま しんざえもんかげひろ）

1683年～1753年

大原宮文庫創立者。日田文芸・学問の
向上に貢献する。

廣瀬 旭荘
(ひろせ きょくそう）

1807年～1863年

廣瀬淡窓の弟。漢詩人。25歳で咸宜園
を継ぐ。その後、大阪、江戸で塾を開く。

相良 吉三郎
(さがら きちさぶろう）

生没年不詳

林業功労者。杉苗の仕立てから育成、
材木まで作業全般の改革をする。

行徳 元遂
(ぎょうとく げんずい）

1808年～1865年

公益事業家・医者。診療に励む傍ら、備
蓄米（囲い米の基本金）の拠出、石橋
や道路の建設に尽力する。

釈 法蘭
(しゃく ほうらん）

1728年～1794年

広円寺第六世。江戸で学問に励み、漢
詩文を磨く。

平野 五岳
(ひらの ごがく）

1809年～1893年

詩・書・画の才能に秀でたことから、三絶
僧と呼ばれる。

釈 宝月
(しゃく ほうがつ）

1737年～1805年

長福寺第十一世。東本願寺の高倉学
寮で学び、擬講に選ばれる。

長 梅外
(ちょう ばいがい）

1810年～1885年

勤皇家。長三洲の父。廣瀬淡窓に儒学
の指導を受ける。英彦山に祐筆として入
山する。

廣瀬 月化
(ひろせ げっか）

1747年～1822年

芭蕉排風に入り、日田の俳諧の中心的
存在となる。秋風庵を開く。

廣瀬 青邨
(ひろせ せいそん）

1819年～1884年

16歳で咸宜園に入門。26歳のとき廣瀬
淡窓の養子となり37歳で咸宜園を継ぐ。

廣瀬 桃秋
(ひろせ とうしゅう）

1751年～1834年

廣瀬月化の弟。月化の跡を継ぎ、秋風
庵二世を名乗る。俳諧宗匠として名を高
める。

諌山 菽村
(いさやま しゅくそん）

1825年～1893年

医者・咸宜園９代目塾主。初代日田県
知事の松方正義に働きかけ近代日本最
初の孤児院「養育館」を開く。

樋口 安左衛門
(ひぐち やすざえもん）

1756年～1808年

公益事業家。幹線道路の整備、補修に
尽力する。加々鶴道路を改修。

千原 夕田
(ちはら せきでん）

1830年～1894年

文人。書や画をたしなみ、長三洲や柴秋
村と肩を並べるほどの能筆として知られる。

釈 法海
(しゃく ほうかい）

1768年～1834年

東本願寺高倉学寮の講師（学頭）を
務める。

長 三洲
(ちょう さんしゅう）

1833年～1895年

高杉晋作の騎兵隊に参加。明治新政府
の文部大丞として近代教育制度を確立。
また、書家としても知られる。

大蔵 永常
(おおくら ながつね）

1768年～1860年

農学者。宮崎安貞、佐藤信渕とともに江
戸時代の三大農学者。「公益国産考」を
著す。

廣瀬 林外
(ひろせ りんがい）

1836年～1874年

廣瀬淡窓の甥、廣瀬旭荘の長男。幕末
から明治初期の動乱期に咸宜園の経営
に当たる。

塩谷 大四郎
(しおのや だいしろう)

1770年～1836年

1817年日田代官に着任。後に西国筋
郡代に昇進する。新田開発・水路整備
などの公共事業を行う。

長 信成
(ちょう のぶなり）

1837年～1870年

天瀬五馬市の農民一揆（日田県竹槍
騒動）で説得に当たったが、暴徒の犠牲
となり殉職する。

森 春樹
(もり はるき）

1771年～1834年

国学者で日田を代表する文人。「日田
郡志」「蓬生談」「豊西説話」などを著す。

井上 準之助
(いのうえ じゅんのすけ）

1869年～1932年

日本銀行総裁、大蔵大臣を歴任。金解
禁策を実施した。昭和7年に総選挙の応
援演説で暗殺される。

― 日田の先哲 －

歴史ある日田の地から生まれた偉人
先哲の功績を紐解けば、日田の魅力がまた一つ見えてくる


