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第37回天領日田おひなまつり
（昭和59年～）

豆田町,隈町,その他

２月15日～３月31日
9：00～17：00（施設によって異なる）

各資料館・施設

第40回日田おおやま梅まつり

おおくぼ台梅園（西大山）・
ふるや台梅園（東大山）

２月16日～３月15日

大山まつり実行委員会

春の新酒蔵だし祭り

三隈川遊歩道 船着場

３月８日 11:00-18:00

日田旅館組合

萩尾稲荷神社大祭

萩尾稲荷神社

３月４日
（旧暦２月初午の日）

萩尾稲荷神社

大原八幡宮粥だめし
(鎌倉時代～)

大原八幡宮

３月15日（例年同じ日）

大原八幡宮

高塚愛宕地蔵尊 春の大祭

天瀬町高塚愛宕地蔵尊

３月24日（火）

高塚愛宕地蔵尊

いいちこ日田蒸留所 春の蔵開き

いいちこ日田蒸留所

３月28日（土）・29日（日）

三和酒類㈱いいちこ日田蒸留所

ゴールドカップ第1戦

上津江町オートポリス

４月５日（日）

㈱オートポリス

蜂の巣湖桜まつり

中津江村蜂の巣湖公園

４月５日（日）*予定

桜まつり実行委員会

第20回チェント・ミリアかみつえ

日田市内～阿蘇～山鹿

４月11日（土）・12日（日）

自動車道楽倶楽部プレディレッタ

内河町

４月12日（4月第2日曜日）

内河町壮年会

大原八幡宮

４月15日（水）*例年同じ日

大原八幡宮
津江神社

松尾神社(キノウさま)祭
(明和7年 1769～)
御田植祭
(鎌倉時代～)
老松様の的ほがしまつり

中津江村津江（宮園）神社

４月15日（水）

第40回日田おおやま梅まつり
「フォトコンテスト作品展」

日田市大山公民館ロビー

４月24日（金）～６月27日（木）

大山まつり実行委員会

あまがせ温泉まつり

天ヶ瀬温泉街

４月中旬 *予定

あまがせ温泉まつり実行委員会

ゴールドカップ第２戦

上津江町オートポリス

５月２日（土）・３日（日）

㈱オートポリス

第53回津江山系釈迦連峰「山開き」

スノーピーク奥日田キャンプ
フィールド

５月10日（日） *予定

前津江町まつり実行委員会
小鹿田焼協同組合

小鹿田焼唐臼祭

源栄町皿山

開催中止（例年は、５月３日･４日）

遊花祭

ﾛｰｽﾞﾋﾙあまがせ（天瀬農業公園）

５月10日（日）
(５月第2日曜日)

遊花祭実行委員会

2020全日本スーパーフォーミュラ選手権
シリーズ 第２戦 オートポリス

上津江町オートポリス

５月15日（金）～17日（日）

㈱オートポリス

春のバラフェア

ﾛｰｽﾞﾋﾙあまがせ（天瀬農業公園） ５月中に開催（時期未定）

日田川開き観光祭（第73回）

市内一円

5月23日（土）･24日（日）
（5月20日以降の土、日曜日）

九州ロードレース/ONE＆TWO

上津江町オートポリス

５月31日（日）

MAZDA イベント

上津江町オートポリス

６月13日（土）・14日（日） 延期

ゴールドカップ第３戦

上津江町オートポリス

７月11日（土）・12日（日）

老松様の麦もちつき祭り

中津江村津江（宮園）神社

７月15日（水）

高塚愛宕地蔵尊 夏の大祭

天瀬町高塚愛宕地蔵尊

７月24日（金） *予定
３月春の大祭りが終わって決定する

日田祇園山鉾集団顔見世（第32回）

JR日田駅前

７月23日（木）

日田祇園祭(正徳4年 1714～)

隈・竹田・豆田地区

7月25日（土）･26日（日）
（7月20日過ぎの土、日曜日）

第44回大山ふるさと夏まつり

大山文化センター周辺

７月18日（土） *予定

第７回椿ヶ鼻ﾋﾙｸﾗｲﾑﾚｰｽ
（第４回JBCF椿ヶ鼻ﾋﾙｸﾗｲﾑﾚｰｽ）

前津江町椿ヶ鼻

８月30日（日） *予定

上津江夏まつり

道の駅せせらぎ郷かみつえ

８月１日（8月第1土曜日） *予定

ピレリスーパー耐久シリーズ2020
TKU スーパー耐久 ｉｎ オートポリス

上津江町オートポリス

８月１日（土）・２日（日）

めざせ‼九州ママチャリ王座！チャリ１ グランプリ2020

上津江町オートポリス

８月９日（日）

大超寺えんまさま祭り
龍川寺えんまさま踊り

大超寺・龍川寺

８月16日（日） 毎年

九州ロードレース/ONE＆TWO

上津江町オートポリス

８月23日（日）

中津江ﾐｭｰｼﾞｯｸﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ（第41回）

中津江村栃原ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

8月中旬 *未定
（盆後の土曜もしくは日曜）

ひた三隈川鮎まつり

竹田公園一帯

8月中旬～下旬の日曜日 *予定

リバーフェスタinみくま川(第25回)

三隈川中の島～亀山公園周辺 8月下旬

2020全日本ロードレース選手権シリーズ
SUPERBIKE RACE

上津江町オートポリス

９月19日（土）・20日（日）

大原八幡宮仲秋祭 (承徳元年1097～)

大原八幡宮

９月21日（月）～25日（金）
秋分の日を中日とする

高塚愛宕地蔵尊 秋の大祭

天瀬町高塚愛宕地蔵尊

鯛生金山まつり

中津江村鯛生金山

９月24日（木）
10月４日（日）
（10月第1日曜日）
10月10日（土）・11日（日）
例年は、10月第2土・日曜日

詳しい問合せ先

日田市観光協会
0973-22-2036
事務局：大山振興局
0973-52-3101
日田旅館組合
0973-22-2062
萩尾稲荷神社（総代 松岡 満）
090-3736-1597（君迫町自治会長）
大原八幡宮
0973-23-8951
高塚愛宕地蔵尊社務所
0973-57-9200
いいちこ日田蒸留所
0973-25-5600
㈱オートポリス
0973-55-1111
中津江振興局産業建設係
0973-54-3111
チェント・ミリアかみつえ運営事務局
045-591-6235
きばる会事務局（吉田）
090-5287-8922
大原八幡宮
0973-23-8951
中津江振興局産業建設係
0973-54-3111
事務局：大山振興局
0973-52-3101
天ヶ瀬温泉旅館組合0973-57-3466
日田市観光協会天瀬支部0973-57-2166

㈱オートポリス
0973-55-1111
前津江振興局産業建設係
0973-53-2111
小鹿田焼陶芸館
0973-29-2020
天瀬振興局産業建設係
0973-57-3147
㈱オートポリス
0973-55-1111
天瀬振興局産業建設係 0973-57-3147
ローズヒルあまがせ 0973-57-8187

天瀬振興局

日田市観光課
0973-22-8210
㈱オートポリス
㈱オートポリス
0973-55-1111
㈱オートポリス
㈱オートポリス
0973-55-1111
㈱オートポリス
㈱オートポリス
0973-55-1111
中津江振興局産業建設係
津江神社
0973-54-3111
高塚まつり実行委員会（社務所）
高塚まつり実行委員会
0973-57-9200
日田市観光課
日田まつり振興会
0973-22-8210
日田祇園山鉾会館
日田祇園山鉾振興会
0973-24-6453
事務局：大山振興局
大山まつり実行委員会
0973-52-3101
日田市スポーツ振興課
椿ヶ鼻ﾋﾙｸﾗｲﾑﾚｰｽ実行委員会
0973-22-8224
上津江夏まつり実行委員会（片桐）
上津江夏まつり実行委員会
（090-2719-2906）
㈱オートポリス
㈱オートポリス
0973-55-1111
㈱オートポリス
㈱オートポリス
0973-55-1111
大超寺 0973-22-3574
大超寺・龍川寺
龍川寺 0973-24-9218
㈱オートポリス
㈱オートポリス
0973-55-1111
中津江振興局
ミュージックフェスティバル実行委員会
0973-54-3111
ひた三隈川鮎まつり実行委員会
ひた三隈川鮎まつり実行委員会
0973-24-0420
リバーフェスタｉｎみくま川実行委員会
リバーフェスタｉｎみくま川実行委員会
青年会議所 0973-24-7150
㈱オートポリス
㈱オートポリス
0973-55-1111
大原八幡宮
大原八幡宮
0973-23-8951
高塚愛宕地蔵尊社務所
高塚愛宕地蔵尊
0973-57-9200
鯛生金山事務所
中津江村地球財団
0973-56-5316
小鹿田焼陶芸館
小鹿田焼協同組合
0973-29-2020
天瀬振興局産業建設係
各地元神社
0973-57-3147
㈱オートポリス
㈱オートポリス
0973-55-1111
日田まつり振興会

小鹿田焼民陶祭(第59回)

源栄町皿山

五馬くにち

金凝神社・阿蘇神社
老松神社・玉来神社

10月17日（土）～28日（水）

2020 AUTOPOLIS GT 300km RACE

上津江町オートポリス

10月24日（土）・25日（日）

第48回大山町ちびっこ相撲記念大会

大山町老松神社特設相撲場

10月25日（日） *予定
毎年20日過ぎの日曜

中川原青壮年会

中川原青壮年会

磐戸楽[大行事神社河童踊り]
天文年間以前～（1532～1555）

大行事神（大行事八幡社）

10月中旬

磐戸楽保存会

宮総代 後藤 勝己
090-4778-3594
天瀬振興局産業建設係 0973-57-3147
ローズヒルあまがせ 0973-57-8187

秋のバラフェア

ﾛｰｽﾞﾋﾙあまがせ（天瀬農業公園） 10月下旬

天瀬振興局

千年あかり（第16回）

豆田町周辺
（豆田町界隈・花月川河畔）

11月13日（金）～15日（日）

千年あかり実行委員会

日田天領まつり（第41回）

月隈公園、豆田町周辺

11月14日（土）・15日（日）

日田まつり振興会

前津江町ふるさと祭

前津江小学校

11月15日（日） *予定

前津江町まつり実行委員会

いいちこ日田蒸留所 紅葉祭

いいちこ日田蒸留所

11月15日（日） *予定
第3日曜日予定

三和酒類㈱いいちこ日田蒸留所

中津江村ふるさと祭

中津江ホール

11月22日（日） *予定

中津江振興協議会

虫秋愛宕地蔵尊秋の大祭

前津江町虫秋愛宕地蔵尊

11月23日（勤労感謝の日）

氏子

上津江産業文化祭

上津江振興局周辺

11月23日（勤労感謝の日）

上津江産業文化祭実行委員会

太字は、日田まつり振興会が主催又は共催（事務局：日田市観光課）
URL http://www.city.hita.oita.jp

E-mail

※イベント情報は、市や観光団体が関係するイベントや地域の伝統行事を掲載しています。

日田市観光協会
0973-22-2036
日田市観光課
0973-22-8210
前津江振興局総務振興係
0973-53-2111
いいちこ日田蒸留所
0973-25-5600
中津江振興局総務振興係
0973-54-3111
前津江振興局総務振興係
0973-53-2111
上津江振興局総務振興係
0973-55-2011
※イベント日程については、予定となります。

kanko@city.hita.oita.jp
年間イベントスケジュール R2 訂正.xlsx年間スケジュール (公開用)

