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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。
3～5月

号
春

公益社団法人ツーリズムおおいた
大分市高砂町2-50 OASISひろば21 3階 

tel.097-536-6250

検 索日本一のおんせん県

おんせん県の新CMが公開！

プレミアムフロイデー

地元人がオススメする「九州・大分」の魅力

【佐伯市】

・間越

 来だんせへ市

豊後水道速吸の瀬戸（ぶんごす

いどうはやすいのせと）の荒波に

もまれて育った「関さば」は、大分

県漁業協同組合佐賀関支店の

組合員が一本釣りで釣ったマサ

バにのみ名付けられます。ほん

のりと金色味を帯び、脂ののり

や引き締まった身は、特に刺身

が絶品です。1988年頃、漁協

が条件を満たした魚のみを買い

取り、販売することでブランド化

が始まり、今では全国的に知ら

れる高級魚となりました。

のりと金色味を帯び、脂ののり

や引き締まった身は、特に刺身

が絶品です。1988年頃、漁協

が条件を満たした魚のみを買い

取り、販売することでブランド化

が始まり、今では全国的に知ら

れる高級魚となりました。関さば

大分県漁協佐賀関支店

市場内で、関あじ、関さばな

ど、新鮮な海産物や農産

物を販売。売り切れ次第終

了の人気イベントです。

日出（ひじ）は別府湾に面する町で、海底から真水が湧出する海域で捕れるマコ

ガレイは肉厚でクセがなく、江戸時代には将軍家へ献上されていました。

豊後水道を一望できるレス

トランでは、関あじ・関さばを

はじめ、関ぶりやくろめなど

地元の新鮮な山海の幸を

味わえます。刺身が中心の

「関さば御膳」2900円でお

いしさを堪能してください。

［所］大分市大字白木949 

［℡］097-575-2338

［交］東九州自動車道大分宮河内

　　ICから車で約30分

あまべの郷 
関あじ関さば館

さがのせき朝市 
毎月第3土曜 
8:30～9:30

1846年創業。1890年から始まった缶

詰製造では、豊後水道一帯で採れる極

上のさざえを秘伝のつけ汁に漬け込ん

だ「味付缶詰」1缶4200円が有名で

す。敷地内にある疑洋風建築の主屋

は、国の登録有形文化財でもあります。

［問］太田缶詰工場 ［℡］097-575-0001

［所］関あじ・関さば通り、県魚協佐賀関支店市場内（大分市）

［問］さがのせき朝市実行委員会 ［℡］097-575-1111

コンブ科カジメ属の

褐色海藻「くろめ」。

新芽が伸びる1～3

月に旬を迎え、毎年1

月15日～3月中旬の

み漁が解禁となりま

す。特に大分市佐賀

関周辺で採れたもの

は苦みが少なく、粘り

が強いと人気です。

くろめソフトクリーム 400円

ヤギのミルクで作

るオリジナルソフト

の上から、秘伝のく

ろめソースをとろ

り。さっぱりとした味

わいで、ここだけの

おいしさです。食事

処では「クロメ汁」

なども味わえます。

［問］道の駅さがのせき  

［℡］097-576-0770

日出（ひじ）は別府湾に面する町で、海底から真水が湧出する海域で捕れるマコ

ガレイは肉厚でクセがなく、江戸時代には将軍家へ献上されていました。

城下かれい

佐伯市上浦（かみうら）で養殖された佐伯産

クロマグロ。生け簀から取り上げたあと熟練

の技術で活き締め、冷やし込みを行うので、

生の美味しさが実感できます。

コンブ科カジメ属の

褐色海藻「くろめ」。

くろめ

川魚

割烹 能良玄家
のらくろや

［所］速見郡日出町2573 ［℡］0977-72-2037

［交］東九州自動車道速見ICから車で約15分

町内にある老舗割烹では、噛むほどに口の中に

甘みが広がる城下かれいの刺身を、自家製梅酢

で食します。お昼限定の「城下かれい ミニセット」

3780円がおすすめです。

旬
を

迎
え

る

仲買人が競り落とした鮮魚が、

一般客向けにお得な価格で即

売されます。毎週土曜には、地元

の新鮮な野菜、天ぷらなどの出

店や食事処も開設されます。

深江の朝市
月～土曜 7：30～

［所］大神漁港（日出町） ［問］大分県漁協日出支店（大神漁港魚市場） ［℡］0977-72-2051

［所］速見郡日出町2115 ［℡］0977-72-2616

［交］東九州自動車道速見ICから車で約15分

笑和堂 しょうわどう

かれい最中
カレイの姿をした最中の中には、甘

さ控えめの粒餡がたっぷり。お土産

におすすめです。

佐賀関（さがのせき）のブ

ランド魚がお得に購入・

味わえる年に一度のイベ

ント。内容盛りだくさんの

「関あじ、関さば、関ぶりの

刺身定食」1500円（限

定1000食）を目当てに、

多くの人が訪れます。
［所］大分県漁協佐賀関支店（大分市）

［問］NPOさがのせきまちづくり協議会 ［℡］097-575-2000

EVENT

［問］日田市農業振興課 ［℡］0973-22-8211

朝 市

海のお散歩 深江朝市と別府湾クルージング
別府楠港から大神漁港の朝市を訪

ねる早朝クルーズ。朝市で買い物を

楽しんだ後はさらに日出港までクルー

ズして、城下のまち歩きを行います。

◎所要時間…約2時間・3000円

［問］［申］日出町観光協会 ［℡］0977-72-4255

関あじ・関さばまつり 
3月9日（土）

朝 市

日田の三隈川をはじめ、大野川など

で鮎漁が解禁となります。特に鮎料

理が有名な日田市では、今年も5月

20日（月）の解禁に合わせ、飲食店

で鮎料理の提供が始まります。

※他にも県内の清流で捕れるエノハ（ヤマ

　メ）などの川魚も旬を迎えます。

［所］二の丸館・日出漁港周辺（日出町）

［問］日出町商工観光課 ［℡］0977-73-3158

城下かれいをお得な価格で食べられる「城

下かれい賞味会」をはじめ、花火大会などさ

まざまなイベントが行われます。

EVENT

城下かれいキャンペーン 
4月下旬～6月末

期間中、町内の

対象店舗で城下

かれい料理を食

べて、お土産対

象店舗で買い物

をしてそれぞれの

スタンプを集めて

応募すると、抽選

で宿泊券などが

当たります。

［問］日出町観光協会 

［℡］0977-72-4255

味 力 も 満 載 ！！

［問］・［申］日出町観光協会 ［℡］0977-72-4255

朝 市

誰でも参加できる活魚のセリの

ほか、鮮魚を浜値（港や市場で

取引される価格）以下で提供しま

す。食事コーナーでは郷土料理

や新鮮な海の幸を味わえます。

［所］海辺の村交流館（佐伯市）

［問］間越来だんせへ市実行委員

　　（会長 戸高史郎）

［℡］090-8220-1892

間越来だんせへ市
毎月第3日曜 8：30～ 

はざこ こ

［℡］090-8220-1892［℡］090-8220-1892［℡］090-8220-1892［℡］090-8220-1892［℡］090-8220-1892［℡］090-8220-1892［℡］090-8220-1892［℡］090-8220-1892［℡］090-8220-1892［℡］090-8220-1892［℡］090-8220-1892［℡］090-8220-1892

魚が
なくなり次第

終了

第34回城下かれい祭り
5月中旬

豊後水道速吸の瀬戸（ぶんごす

いどうはやすいのせと）の荒波に

もまれて育った「関さば」は、大分

県漁業協同組合佐賀関支店の

組合員が一本釣りで釣ったマサ

バにのみ名付けられます。ほん

る

味 力 も 満 載 ！！

お魚春グルメ

朝市 
と

この時期においしい魚介と提供店舗や加工品、

朝市などを紹介します。

ルル

朝市朝市
この時期においしい魚介と提供店舗や加工品、

情
報

【大分市】

・関あじ関さば館

・さがのせき朝市

・太田缶詰工場

・佐賀関加工グループ

・道の駅さがのせき

【日出町】

・割烹 能良玄家

・深江の朝市

・笑和堂

2019.1.31 配信

み

せ き

しろした

りょく

さと ふかえ

佐伯産クロマグロを使用した「トロ・赤身・軍艦巻き」の贅沢

な三貫セットを、市内6カ所の店舗にて期間限定、手軽な価

格でご提供！ 期間中アンケートに答えた人の中から、佐伯の

寿司職人がマグロ一尾を持って握りに行くキャンペーン（2 

月限定）や、佐伯寿司5,000円分のプレゼントもあります。

［問］佐伯市観光案内所 ［℡］0972-23-3400

黒潮の極 佐伯寿司海道 佐伯まぐろ春の贅沢三貫まつり
2月1日（金）～4月15日（月）

1846年創業。1890年から始まった缶

さざえ

売り切れ次第
終了

くろめ藻なか 4個 750円～

乾燥させた刻みくろ

めを最中に詰めた

可愛い姿。付属の

だし入り味噌と一緒

にお椀に入れてお

湯を注げば、とろみ

のあるくろめ味噌汁

が楽しめます。

［問］佐賀関加工グループ

［℡］097-575-0825　

この中に
刻みクロメが！！

※イメージ

EVENT

佐伯市上浦（かみうら）で養殖された佐伯産

クロマグロ。生け簀から取り上げたあと熟練

       佐伯産

クロマグロ

さいき



「龍門の滝」から案内看板などに沿って車で5分、さらに

徒歩で10分ほど進むと現れる、黄色い花園。球状の黄

色い花を付けるミツマタの群生地で、花盛りの時期には

山の斜面が黄色く染まり、周囲に甘い香りが漂います。

野倉ミツマタの里

［所］玖珠郡九重町野倉 ［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／3月下旬～4月中旬 ミツマタ

製茶園の横にある藤棚は、2,400坪もの敷地に250

本のフジの花が垂れ、辺り一面に心地よい香りが漂

います。GW以降には100種・約2,500本のバラが

色鮮やかに咲き誇る「バラ園」もオープンします。

千財農園 

［所］宇佐市四日市4243 ［℡］0978-33-2388

［交］宇佐道路四日市ICから車で約5分 ［Ｐ］400台

※花スポットは、ほかにも県内各地にあります。

せんざいのうえん

宇佐市／4月下旬～5月上旬 フジ・バラ

ゴールデンウィークイベント先取り情報
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豊後水道に面した大分県は、県内各所でヤマザクラが

鑑賞できます。緑の山々に浮かび上がる淡いピンク色、

手付かずの自然美をお楽しみいただけます。

春の花
スポット

わざわざ
出かけたい！

第31回大野川源流祭り
5月3日（金・祝）

ステージイベントのほか、特設プールではエノ

ハのつかみ取りも行われます。

［所］陽目（ひなため）の里キャンピングパーク（竹田市）

［問］竹田市荻（おぎ）支所大野川源流祭り実行

      委員会事務局 

［℡］0974-68-2211

西日本パラグライディング選手権
5月3日（金・祝）

美しい新緑をバックに、玖珠町の大空にパラ

グライダーが舞う姿は圧巻です。

［所］伐株（きりかぶ）山（玖珠町）

［問］大会事務局（梶原） ［℡］0973-72-4566

祖母山山開き 
5月上旬予定

日本百名山のひとつ「祖母山」の山開き。山頂

祭終了後は、登山者に記念品を配布します。

［所］祖母山山頂（竹田市・豊後大野市・宮崎県高千穂町） 

［問］豊後大野市役所商工観光課 ［℡］0974-22-1001

そぼさん

西寒多ふじまつり
5月3日（金・祝）～5日（日・祝）

樹齢450年のふじや、樹齢100年の平戸つ

つじが楽しめます。

［所］西寒多神社（大分市） ［問］西寒多ふじまつり実行委員会

［℡］097-569-4182　

ささむた

犬飼名物どんこ釣り大会
5月5日（日・祝）

大野川に棲む「どんこ」と呼ばれるユニークな顔

をしたハゼの一種を釣ります。

［所］犬飼大橋下流一帯（豊後大野市）

［問］豊後大野市役所 犬飼支所 ［℡］097-578-1111

いぬかい

筋湯温泉花火大会 
5月11日（土）

打ち上げ場所が近く、山あいの温泉郷に大

迫力の花火が響き渡ります。

［所］筋湯温泉公共駐車場（九重町）

［問］九重町観光協会 ［℡］0973-73-5505

すじゆ

ヤ マ ザ ク ラ

国見町工房ギャラリーめぐり
5月連休中（開催日未定）

18回目を迎える人気イベント。町内に点在する

工房・ギャラリーを見学できます。

［所］国見町伊美（いみ）周辺（国東市）

［問］国見アートの会 ［℡］0978-82-1328

くにみ

長洲神社葵祭り
5月3日（金・祝）～5日（日・祝）予定

長洲地区賀茂神社のお祭りで、太鼓や笛の音

に合わせて山車が長洲の町を練り歩きます。

［所］宇佐市長洲地区

［問］長洲地区上町区長 ［℡］0978-38-0171

［問］大西車組保存会 ［℡］090-6899-1563

今年は10連休！ 大分で遊ぼう！！
竹田市／5月上旬～下旬 ポピー ほか

阿蘇くじゅう国立公園内の久住高原に位置し、くじゅう連

山や阿蘇五岳をバックに美しい風景が楽しめる施設。春

はポピーやチューリップ、シバザクラ、パンジー、ネモフィラな

どが、雄大な山 と々共に楽しめます。4月20日（土）～29日

（月・祝）には「チューリップフェスティバル」が、27日（土）～

5月26日（日）には「春の七色花祭り」が行われます。

くじゅう花公園
［所］竹田市久住町

      久住4050 

［℡］0974-76-1422

［交］大分自動車道九重

　　ICから車で約50分 

［Ｐ］300台

恋が叶うスポット満載の「恋叶（こいかな）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。

花を搾って作る無添加オイルなども販売しています。

花とアートの岬 長崎鼻

［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

ながさきばな

豊後高田市／3月中旬～4月上旬 菜の花

はらじり

幅120m・高さ20mの原尻の滝

周辺に、100種類約30万本の

チューリップが咲き誇ります。毎年

4月には「チューリップフェスタ」が

行われ、チューリップのお持ち帰り

や地元グルメなどが楽しめます。

原尻の滝

［所］豊後大野市緒方町原尻 

      原尻の滝周辺

［問］豊後大野市役所緒方支所  

［℡］0974-42-2111

［交］JR緒方駅から車で約7分  

［Ｐ］250台（道の駅 原尻の滝）

豊後大野市／4月上旬～中旬 チューリップ

大分川沿いに咲く菜の花と桜、由

布岳が織り成す、春だけの素晴らし

い景色。まるで一枚の絵画のような

美しさ、大切な時期を見逃さないで。

由布岳と
菜の花と桜

［所］由布市湯布院町川南 

［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］近隣有料Ｐ利用

由布市／3月下旬～4月上旬 菜の花・サクラ

名勝「青の洞門」の対岸に広がる、一面ブルーの花

畑。数年前から地元有志らが“青”にこだわって植栽

しているネモフィラは、春の本耶馬渓の新名所と

なっています。

［所］中津市本耶馬渓町曽木 

［問］中津市本耶馬渓支所 地域振興課  ［℡］0979-52-2211 

［交］東九州自動車道中津ICから車で約20分  ［Ｐ］80台

ほんやばけい

中津市／4月中旬～5月上旬 ネモフィラ

本耶馬渓ネモフィラ畑

10日間という大型連休になる今年のゴールデンウイーク。おんせん県おおいたでは、楽しいイベントが盛りだくさんです！

※その他、様々なイベントが開催されます。

きつきお城まつり
5月連休中（開催日未定）

［所］杵築市城下町一帯 ［問］きつきお城まつり実行委員会（杵築市観光協会内） ［℡］0978-63-0100

仮装スタッフがお殿様やお姫

様、侍に扮装して城下町を練

り歩く仮装行列は見ものです。

その他にも大衆演劇などが催

され、杵築の町のあちらこちら

が江戸時代一色に染まる楽し

いお祭りです。

昭和の町 
昭和の日イベント
4月29日（月・祝）

［所］豊後高田市昭和の町 ［問］豊後高田市観光まちづくり（株） ［℡］0978-23-1860

日頃の不満やうっぷんを笑い

に変えて叫ぶ大人気の「ちゃ

ぶ台返し選手権」ほか、“昭

和”にちなんだ様々なイベント

が行われます。

昭和25年5月5日から続く歴史あるお祭り。「子どもと夢を！」をテーマに、劇や仮

装パレードなど、様々な催しが行われます。中でも全長60mの巨大な「ジャンボ

こいのぼり通りぬけ」は大人気です。子どもはもちろん、大人も大興奮！

［所］玖珠川河川敷、三島公園ほか 

［問］日本童話祭実行委員会事務局（玖珠町教育委員会社会教育課内） ［℡］0973-72-7151

第70回日本童話祭 5月5日（日・祝）

ぶんごたかだ

第17回豊後高田そば祭り 5月6日（月・振）

［所］豊後高田市中央公園 

［問］豊後高田市農業ブランド推進課 

［℡］0978-22-3100

日本一の作付け面積を誇る豊

後高田市の「春そば」を楽しむ、

日本 一 早いそば祭り。直 径

2.5mのスーパー大鍋でゆでる

約2000食分のそばの大試食

会や、地元農産物・特産品の

販売なども行われます。

テッパン！ おおいた ツアー情報 バスツアー
おんせん県の酒蔵巡り ～春の日田編～　

春の日田で、梅まつりとおひなま

つり、酒蔵見学・試飲を行う欲張

りなバスツアーを実施します。参

加者には、このツアーのために

特別に焼いてもらった「小鹿田

焼きのぐい飲み」をプレゼント！

◎ツアー実施日：3月3日（日）／旅行代金 8,500円
複合型観光WEBサイト「テッパン！ おお

いた」では、大分県の魅力が存分に楽し

めるツアー商品を企画・販売していま

す。大分県内の酒蔵を

巡るバスツアーや収穫

体験+ランチなどの着

地型商品も販売中。

テッパン！ おおいたでは「おんせん県の酒蔵巡り」シリーズとして、県内の各酒蔵を巡るツアーを続々企画中です♪

PRESENT

随時
新ネタ追加予定！ 

販売中♪

戦国武将＆乗馬体験 別府を満喫！ 周遊チケット

「BEPPU SIGHTSEEING TOURS」

「テッパン！ おおいた」英語版ツアーサイトで１月末販売開始！（予定）

インバウンド向け着地型商品販売準備中♪

詳細は、「テッパン！ おおいた」をご覧ください。


