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過ごした分だけ好きになる。 ゆっくり、のんびり、おんせん県の旅へ。
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検 索日本一のおんせん県
地元人がオススメする「九州・大分」の魅力

01

1～3月

号

冬・春
2020

六郷満山開山1300年で沸いた国東半島宇佐地域。

昨年5月に日本遺産に認定された、地域に根差した人と鬼とが長年の友のようにつながれる

「くにさきの鬼」の稀有な文化をまとめたストーリー『鬼が仏になった里「くにさき」』をご紹介します。

◆ 問い合わせ… 豊後高田市文化財室 tel.0978-53-5112／国東市文化財課 tel.0978-72-2677

「くにさき」の寺には鬼がいる。

一般に恐ろしいものの象徴である鬼だが、「くにさき」の鬼は人々に幸せを届けてくれる。

修正鬼会の晩、共に笑い、踊り、酒を酌み交わす―。 

「くにさき」では、人々と鬼とが長年の友のように繋がれる。

STORY

天念寺修正鬼会

赤鬼（災払鬼（さいばらいおに））と黒鬼（荒鬼（あらお

に））が講堂で燃え盛る松明を振り回し、暴れ踊ります。

その後縁起の良い「鬼の目餅」が投げ込まれると、参拝

客はこぞって奪い合います。天念寺では、毎年旧暦の1

月7日に執り行います。

豊後

高田市

［所］豊後高田市長岩屋 

［問］豊後高田市商工観光課 ［℡］0978-22-3100

てんねんじ

2020年1月31日（金）

鬼に出会える夜

国指定重要無形民俗文化財“修正鬼会”
国東半島六郷満山に千年以上前から伝わる伝統行事で、僧侶が扮した鬼たちが五穀豊穣や無病息災を願います。

現在は豊後高田市の天念寺と、隔年交代で開催する国東市の岩戸寺と成仏寺、3つの寺でのみ執り行われています。

しゅじょうお に え

宇佐風土記の丘 大分県立歴史博物館
国史跡指定の川部・高森古墳群を中心として

遊歩道が整備された史跡公園。敷地内には大

分県立歴史博物館があり、宇佐神宮と国東半

島の六郷満山文化を中心に県内の歴史と文

化を紹介、富貴寺大堂創建当時の壮麗な姿を

再現した実物大の模型は見ごたえがあります。

真玉海岸
「日本の夕陽百選」に選ばれた海岸。美しい夕

陽干潟の縞模様と夕陽が織りなす光や色、影

とのコントラストが楽しめます。

［所］豊後高田市臼野  ［問］豊後高田市商工観光課

［℡］0978-22-3100

［所］宇佐市高森京塚  ［℡］0978-37-2100

鬼が一晩で築いたという、険しい石段

を登った先にあるのが日本最大級の

磨崖仏。国指定の重要文化財で、平

安時代の後期の作といわれています。

［所］豊後高田市田染平野2546-3

［問］熊野磨崖仏案内所 ［℡］0978-26-2070

山全体が五辻不動などと呼ばれる霊

場。御堂には不動明王が祀られてお

り、姫島をはじめ、瀬戸内海に島々が

浮かぶ絶景が一望できます。

［所］国東市国見町千燈 ［問］国東市観光課

［℡］0978-72-5168

そのほかの景勝地

岩峰に囲まれた六郷満山寺院の一つ

で、本尊は知恵を授けてくれる文殊菩

薩を祀り、合格祈願などで多くの参拝

客が訪れます。

［所］国東市国東町大恩寺2432 

［℡］0978-74-0820

岩戸寺と隔年で行われます。鬼は荒鬼・鎮鬼・災払鬼

（さいばらいおに）の３体で、燃える松明を持って参拝者

を加持し、岩戸寺と同様、寺での修法を経て集落を巡り

ます。そのとき各家では酒や御馳走を出して鬼たちをも

てなします。

成仏寺修正鬼会国東市

［所］国東市国東町成仏1140-4  

［問］国東市教育委員会 文化財課 ［℡］0978-72-2677

じょうぶつじ

ろくごうまんざん

丸小野寺
子供修正鬼会
2020年2月9日（日）

まるおのじ

国東半島の集落が創始した、

各地区の修正鬼会を子供に

真 似させる「 子 供 修 正 鬼

会」。現在は国東市武蔵町丸

小野の柿園・仲西地区で行

われています。

［所］国東市武蔵町丸小野

［問］国東市教育委員会文化財課

［℡］0978-72-2677

2020年1月25日（土）

熊野磨崖仏
くまのまがいぶつ

五辻不動
いつつじふどう

文珠仙寺
もんじゅせんじ

またまかいがん

日本遺産を訪ねて

鬼が仏になった里
『くにさき』めぐり

こちらもチェック！

日本遺産王道コース

「鬼が棲む景勝地巡り」

景勝地・見どころ

◆モデルコース（一例）

高山寺下の駐車場からは西国東

の山々が一望できます。奇怪な

峰 を々見下ろすと、「くにさき」の鬼

のストーリーが見えてきます。

［所］豊後高田市小田原140-66　

［問］西叡山高山寺 

［℡］0978-25-4225

中世の修行場・夕日岩屋から見下ろ

す水田の風景。「くにさき」の千年の

歴史を感じるにはここが一番です。

2020年2月14日（金）まで、イルミ

ネーションイベント「田染荘千年のき

らめき」も開催中です。

［所］豊後高田市田染小崎2132-1 

［問］豊後高田市農業ブランド推進課 

［℡］0978-22-3100
［所］豊後高田市一畑1587

［問］豊後高田市商工観光課

［℡］0978-22-3100

田染荘小崎の農村景観
たしぶのしょう

西叡山
さいえいざん

富貴寺大堂は、平安末期に建てら

れた九州最古の木造建築物で

す。創建当時の色彩豊かな堂内

の様子をＶＲ（バーチャルリアリ

ティ）映像で体験できます。

［所］豊後高田市田染蕗2395 

［℡］0978-26-3189

富貴寺
ふきじ

鬼が棲んだという伝説のある洞

穴がよく見える景勝地。美しい黄

葉が湖面に反射し美しい晩秋か

ら雪景色が特におすすめです。

鬼城
きしろ

里の駅 並石ダム

グリーンランド

（こっとん村）
鬼城岩峰を臨む里の駅。

春と秋の年2回栽培し、7

月と11月の年に2回、新そ

ばが楽しめる豊後高田そば

の手打ちそば認定店です。

［所］豊後高田市一畑１５８７ 

［℡］0978-27-3045

夷谷を分かつようにそび

える岩峰群。修行僧が

往来する修行場として

「仙境」と呼ばれるよう

になり、東西の文化をつ

なぐ源流となりました。

［所］豊後高田市夷 ［問］豊後高田市商工観光課 ［℡］0978-22-3100

中山仙境（夷谷）
なかやませんきょう（えびすだに ）

天念寺と対になって風

景をなす無動寺の後

背にも、巨大な岩峰が

そびえています。

鬼会の里 歴史資料館 VR体験
天念寺耶馬の無

明橋を、映像の中

で渡ることができま

す（土・日曜、祝日

10:00～15:00）。

［所］豊後高田市長岩屋

　1152 

［℡］0978-27-3049

START

GOAL

車で
20分

車で10分

車で15分

ち と 寄 り 道ょ っ

ち と 寄 り 道ょ っ

車で5分

車で
15分

無動寺耶馬
むどうじやば

天念寺耶馬
てんねんじやば

天念寺の後背には、峯

入りの中でも最も険しい

とされる岩峰がそびえ、

昔修験者の修行の場

だった無明橋（むみょうば

し）が架けられています。

［所］豊後高田市長岩屋

［問］豊後高田市商工観光課

［℡］0978-22-3100

［所］豊後高田市黒土

［問］豊後高田市商工観光課

［℡］0978-22-3100

なめし

竹田津港

杵築駅

杵築IC

大分空港道路

日出IC
速見IC

安岐IC

別府湾SA岳
布
由

PA

杵築市

国東市
豊後高田市

路

丸小野寺
子供修正鬼会

五辻不動

中山仙境

成仏寺修正鬼会

無動寺耶馬

西叡山

天念寺修正鬼会・天念寺耶馬

鬼会の里
文殊仙寺

鬼城

並石ダムグリーンランド

熊野磨崖仏

田染荘

富貴寺

宇佐駅

大分空港

真玉海岸

大分県立歴史博物館

車で15分
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長崎鼻の菜の花
ながさきばな

開花時期…3月下旬～4月上旬

恋が叶うスポット満載の「恋叶

ロード」沿いにあり、青い海をバッ

クに、海岸を埋め尽くすように咲く

約2,200万本もの菜の花とのコ

ントラストが美しいと評判です。

［所］豊後高田市見目4060　

［問］長崎鼻リゾートキャンプ場

［℡］0978-54-2237

［交］大分空港から車で約60分

［Ｐ］320台

豊後高田市

岡城跡の桜
開花時期…3月下旬～4月上旬

瀧廉太郎作曲『荒城の月』の舞

台とも言われている岡城跡は、「さ

くら名所100選」でも有名です。

ソメイヨシノや陽光桜など、絵のよ

うな美しさで魅了します。

［所］竹田市竹田2761

［問］岡城料金徴収所

［℡］0974-63-1541

［交］JR豊肥本線豊後竹田駅から徒歩30分

［Ｐ］120台

竹田市

吉野梅園の梅
開花時期…2月下旬～3月上旬

龍が地に臥した姿に似ていること

から名付けられた臥龍梅（がりゅう

ばい）や豊後梅、青軸梅など、約

450本の様々な梅が咲きほこり、多

くの人の憩いの場となっています。

［所］大分市杉原537 

［問］大分市公園緑地課

［℡］097-537-5976

［交］大分自動車道大分宮河内ICから

　　車で約25分 ［Ｐ］191台

大分市

津久見市

開花時期…3月下旬～4月中旬

ソメイヨシノが城跡を囲むように咲

き誇り、昼夜問わず花見を楽しめ

る大分市内人気№1スポット。現

在園内を整備しているので、例年

以上に快適な花見が楽しめます。

［所］大分市荷揚町4

［問］大分市観光課

［℡］097-537-5626

［交］大分自動車道大分ICから車で約10分

［Ｐ］なし

大分市

野倉ミツマタの里
開花時期…3月下旬～4月中旬

龍門の滝から案内に沿って車で

約10分の所に広がるミツマタの

群生地。球状の黄色い花を付け、

花盛りには山の斜面が黄色く染ま

り、辺りに甘い香りが漂います。

［所］九重町野倉

［問］九重町商工観光・自然環境課

［℡］0973-76-3150

［交］大分自動車道九重ICから車で約20分

［Ｐ］約20台（集落内に駐車）

九重町

由布岳の菜の花と桜
開花時期…3月下旬～4月上旬

ゆふいん自然遊歩道からは、由布岳をバックに、大

分川沿いに咲く菜の花と桜を一度に鑑賞できま

す。御幸橋から城橋にかけて咲き誇る、黄色とピン

ク色の競演をお楽しみに。

［所］由布市湯布院町川上

［問］由布市ツーリストインフォメーションセンター

［℡］0977-84-2446

［交］大分自動車道湯布院ICから車で約10分 ［Ｐ］なし

由布市

［所］津久見市大字四浦

［問］津久見市観光協会 

［℡］0972-82-9521

［交］東九州自動車道津久見IC

　　から車で約20分ほか

［Ｐ］150台ほか

鶴見岳の桜
開花時期…4月上旬～下旬

標高約1,375m、四季折々に表

情を変える鶴見岳。山麓等には約

2,000本のソメイヨシノやヤマザク

ラが咲き誇り、展望台やロープウェ

イから見下ろす桜は絶景です。

［所］別府市南立石寒原10-7

［問］別府ロープウェイ

［℡］0977-22-2278

［交］東九州自動車道別府ICから車で約5分

［Ｐ］250台

別府市

大分城址公園・
府内城跡の桜

四浦半島の河津桜 開花時期…2月上旬～3月上旬

住民の手で植栽され、今では約5100本が開花する、県内最

大とも言われる河津桜の名所。市内各所では例年2月上旬に

開花を迎え、中旬頃が見頃になります。イベント期間中は県内

外からたくさんの人が訪れる人気の観光スポットです。

おんせん県おおいた

おもてなしクーポン
飲食店や観光施設の利用が割引になったり、ちょっと

したプレゼントが貰えたり･･･。そんな“嬉しい特典”が

付いたクーポンを販売しています。

ひなまつり

テッパン! おおいた 検索

ようら

おおいた豊後牛
の 中でも肉 質 4
等 級 以 上の「お
おいた和牛」が、
1 4 施 設 の 取 扱
店で特 別 価 格・
特別メニューで味
わえます。

三味線、お寺で座禅・写
経、染物体験など3プラ
ンが選べます。さらにレ
ンタサイクルや勾玉体
験の割引特典も！

国東鶴川“和心”

体験クーポン　

1,000円1,000円

天ケ瀬温泉にある宿泊
施設・入浴施設の日帰り
入浴や、観光農園、土産
物店、カフェ等で利用で
きるチケット。

天ケ瀬温泉（日田市）

パスポート
1,200円1,200円

新酒の季節到来！
おすすめ酒蔵巡り

【 速報！ 2020年春・おおいたの開花＆ひなまつり情報 】

天領日田おひなまつり
2月15日（土）～3月31日（火）

町人文化が花開いた

日田の旧家に残る、絢

爛豪華なひな人形や

ひな道具の数々。期

間中は、豆田町や隈

町の旧家や資料館で

ひな人形やひな道具

を展示公開します。

［所］日田市豆田町・隈 他

［問］日田市観光協会 

［℡］0973-22-2036

日田市 城下町中津のひなまつり
2月22日（土）～3月8日（日）

奥平公に嫁ぐ際、国

子姫が持参したひな

人形や江戸時代から

伝わる御殿雛など、貴

重なひな人形が展示

されます。中津城での

「人間ひな飾り」も有

名です。

［所］中津城、福澤旧居、福澤

　　記念館など市内各所 

［問］中津耶馬渓観光協会

［℡］0979-64-6565

中津市

城下町杵築散策とひいなめぐり
2月下旬～3月下旬

お雛様を“ひいな”と呼

ぶ杵築市。藩医佐野

家に伝わる貴重なお

雛様や、享保時代か

ら武家や商家で飾ら

れてきたお雛様など、

多彩なお雛様に出会

えます。

［所］杵築市城下町一帯・

　　杵築市山香町 

［問］杵築市観光協会

［℡］0978-63-0100

杵築市うすき雛めぐり
2月7日（金）～3月15日（日）

質素倹約のため、紙製

のお雛様しか飾ることが

許されていなかったとい

う、古文書の記述をもと

に始まった雛祭り。シンプ

ルで気品のある臼杵らし

いお雛様が並びます。

［所］臼杵市観光交流プラザ、

　　旧真光寺、サーラ・デ・

　　うすきなど市内各所 

［問］臼杵市観光情報協会 

［℡］0972-64-7130

臼杵市

城下町ひじ雛めぐり
2月22日（土）～3月8日（日）

大正時代の人形や手

作りのさげもんなど、

町内各所に色とりどり

のお雛様が展示され

ます。他にも各飲食

店では期 間 限 定 の

「ひな御膳」も味わう

ことができます。

［所］日出城址周辺および

　　大神海岸線エリア 

［問］ひじ町ツーリズム協会

［℡］0977-72-4255

日出町岡藩城下町雛まつり
2月中旬～3月上旬

城 下 町内の各 店 舗

に、江戸時代～昭和

の趣深いひな人形や

竹田オリジナルの「竹

雛」などを展示します。

期間中は関連イベント

も開催されます。

［所］竹田市城下町一円 

［問］岡藩城下町雛まつり

　　実行委員会

［℡］0974-63-2638

竹田市

豊後高田おひなさまめぐり
2月20日（木）～3月10日（火）

大正時代や昭和初期

の歴史あるお雛様や手

作りのかわいらしいお雛

様を展示。中にはアイ

スキャンデーを食べた

り、テレビを見たりしてい

るユニークなものも。

［所］豊後高田市昭和の町各所 

［問］豊後高田街並みめぐり

　　実行委員会

　　（豊後高田商工会議所内）

［℡］0978-22-2412

豊後
高田市

城下町佐伯雛まつり
2月下旬～3月上旬

旧佐伯藩主の毛利高

範から受け継がれる明

治時代のお雛様をは

じめ豪華絢爛な衣装

をまとった雛やスイート

ピーを使った花雛など

を展示。

［所］城下町佐伯国木田独歩館

　　佐伯市城下東町9-37 

［℡］0972-22-2866 

［交］東九州自動車道佐伯IC

　　から車で約15分

佐伯市

花雛つくり体験 期間中、城下町観光交流館にて開催（3日前までの予約制、持ち帰りできます）（連絡先／TEL:0972-28-5656）

国見町西方寺地区の
ミツマタ
開花時期…3月中旬～4月上旬

三つに分かれた枝先に、黄色い

可憐な花を咲かせるミツマタ。5カ

所のミツマタ群生地が点在する

西方寺地区では、3月中旬に「西

方寺ミツマタ祭」も開催予定。

［所］国東市国見町西方寺　

［問］国東市観光課

［℡］0978-72-5168

［交］大分空港道路塩屋出入口ICから

　　車で約60分 ［Ｐ］なし

くにみまちさいほうじ

国東市

臼杵城跡の桜
開花時期…3月下旬～4月上旬

大友宗麟により築城されたといわ

れる臼杵城。城跡は臼杵公園とし

て整備され、現在では桜の名所と

して親しまれています。

［所］臼杵市臼杵丹生島91

［問］臼杵市観光情報協会

［℡］0972-64-7130

［交］東九州自動車道臼杵ICから車で約10分

［Ｐ］なし

臼杵市

日田編

最新情報はWEBで配信中！

グルメ
編

5,000円、8,000円、12,000円

おおいた和牛
プレミアムクーポン

個人旅行にオススメ！

NEW

ＮＥＷＳ

国東編

8種類から選べるご当地
ソフト1つと、醤油や煎
餅、お茶などの臼杵特産
品と引換できるクーポン
付き。

ソフトクリーム&

うすきクーポン
1,000円1,000円

「ぶんごおおの巡蔵」
2020年3月15日（日）開催決定！

毎年恒例

豊後大野、日田、九重、

宇佐、国東など、県内に

は日本酒や焼酎の蔵元

が多く、日本酒と焼酎の

線引きが大分でされると

言われています。新酒が

出揃うこの季節、酒蔵

巡りが楽しめますよ。

日田醤油 雛御殿

臼杵編

めぐるくら


