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地元人がオススメする「九州・大分」の魅力

※新型コロナウイルスの影響により、掲載内容が変更となる場合があります。

2ｰ3月

豊後大野市

竹田市

中津市

日田市

由布市

宇佐市

大分市

別府市

日出町

今年開館5周年を迎えた大分県立美術館をはじめ、昨年11月にオープンした中津市歴史博物館、10月に

オープンしたばかりの竹田市歴史文化館・由学館など、大分県には芸術や歴史を堪能できる魅力的な施

設がたくさんあります。そこで、わざわざ観に行きたい美術館や博物館と地元グルメ情報を紹介します。

今年開館5周年を迎えた“五感のミュージアム”。「出会い」

をテーマにした企画展を通して、新たな発見や刺激を受

けることができます。

［所］大分市寿町2-1

［℡］097-533-4500

［料］コレクション展300円

［休］なし

［Ｐ］250台

［交］東九州自動車道大分IC

から車で約10分

こつこつ庵

関あじ、関さばをはじめ、だん

ご汁やとり天など大分の郷土

料理が味わえます。

［所］大分市府内町3-8-19

［℡］097-537-8888 ［休］日曜 

［Ｐ］なし ［交］東九州自動車道大分IC

から車で約10分

2021年2月19日（金）～5月9日（日）

「びじゅチューン！+OPAM なりきり美術館」
企画展

大分市

大分県立美術館 OPAM
A r t

Gourme t

10月24日にオープンしたばかりの歴史文化交流施設。岡

城の歴史や豊後南画の祖、田能村竹田とその南画などを

学ぶことができます。

［所］竹田市大字竹田2083

［℡］0974-63-2200 

［入館料］500円

［休］木曜、年末年始

［Ｐ］約10台

［交］中九州横断道路竹田IC

から車で約5分

さふらんごはん

生産量日本一のサフランを

使って炊き上げたごはんがメ

インの、日替わり定食を提供。

［所］竹田市大字竹田2105

［℡］0974-62-2326（岡鶴堂）

［休］木曜 ［Ｐ］3台 

［交］中九州横断道路竹田ICから車で約5分

2021年1月22日（金）～3月14日（日）

「開館記念特別展〔2〕隈研吾の建築×竹田の建築」
企画展

竹田市

竹田市歴史文化館・由学館
A r t

Gourme t

漁協直営カキ小屋

美人小屋
漁協直営の冬季限定のカキ小

屋で、中津のブランドカキ「ひが

た美人」や地魚が味わえます。

［所］中津市字小祝 小祝漁港内

［℡］0979-22-2103（大分県漁業協同

組合 中津支店） ［休］要問合せ 

［Ｐ］30台 ［交］東九州自動車道中津IC

から車で約20分

黒田官兵衛が築いた中津城の石垣を施設内から鑑賞で

きるユニークな博物館。中津独自の歴史と文化を紹介す

る展示や、石垣シアターなども併設しています。

［所］中津市三ノ丁1290

［℡］0979-23-8615

［入館料］展示室300円

［休］月曜 

［Ｐ］22台

［交］東九州自動車道中津ICから

車で約20分

2021年1月16日（土）～2月21日（日）

「発掘された日本列島 新発見考古速報2020」
企画展

中津市

  中津市歴史博物館

Gourme t

A r t

もっちりとした自家製麺

とカツオだしベースの和

風カレーうどんのお店。

たっぷりの山椒が刺激

的でクセになる味です。

［所］由布市湯布院町川上1269-36 ［℡］0977-85-5262

［休］水曜 ［Ｐ］5台

［交］大分自動車道湯布院ICから車で約10分

山沿いの閑静な鳥越エリ

アにある、音楽にまつわる

アートを集めたミュージア

ム。ティールームやショッ

プも併設しています。　

［所］由布市湯布院町川上1272-

175 ［℡］0977-28-8686

［入館料］600円 ［休］不定

［Ｐ］20台

［交］大分自動車道湯布院ICから

車で約10分

山椒カレーうどん

菊すけ

Gourme t

  由布院空想の森 artegioA r t アルテジオ

国指定の伝統的工芸品で

ある「別府竹細工」の歴史

や技法の解説や、緻密で優

雅な個性を持つ作品を展

示しています。　

［所］別府市東荘園8-3組

［℡］0977-23-1072 ［入館料］

390円 ［休］月曜、年末年始

［Ｐ］30台／大型バス可

［交］東九州自動車道別府ICから

車で約10分

別府市竹細工伝統産業会館
A r t

地元産の小ネギ「大分

味一ねぎ」を主役に、豊

後牛やハモなど地元食

材が味わえる「ねぎしゃ

ぶ」が人気です。

［所］宇佐市法鏡寺95-4 ［℡］0978-32-0442

［休］不定 ［Ｐ］5台

［交］東九州自動車道宇佐ICから車で約10分

2021年2月2日（火）～4月11日（日）

「祈i-no-riと願ne-ga-i ～プロジェクション

マッピングで迫る富貴寺と熊野磨崖仏の時代～」

企画展

富貴寺大堂の復元模型や宇

佐神宮の本殿模型、熊野磨

崖仏のレプリカなどの展示

があり、大分県内の文化や

歴史を知ることができます。

［所］宇佐市大字高森字京塚

［℡］0978-37-2100  ［料］常設

展310円 ［休］月曜、年末年始

［Ｐ］150台／大型バス13台

［交］東九州自動車道宇佐ICから

車で約12分

菊水旅館

Gourme t

    大分県立歴史博物館
A r t

2021年2月9日（火）～3月31日（水）

「沓掛辰三・北尾勝義二人展」
企画展

市出身で日本の近代彫刻

の礎を築いた「東洋のロダ

ン」朝倉文夫の、学生時代

から晩年までの作品やゆか

りの品々を展示しています。

［所］豊 後 大 野市 朝 地 町池 田

1587-11 ［℡］0974-72-1300 

［入館料］500円 ［休］月曜、年末

年始 ［Ｐ］50台／大型バス約10

台 ［交］中九州横断道路大野IC

から車で約15分

大自然の中で育まれた、

良質でとろけるような

味わいの朝地牛を使っ

たステーキ丼や焼肉御

膳などが味わえます。

［所］豊後大野市朝地町板井迫1018-1 ［℡］0974-64-1210

［休］12/31、1/1 ［Ｐ］82台／大型バス10台

［交］中九州横断道路朝地ICから車で約1分

道の駅あさじ　

Gourme t

        朝倉文夫記念館
A r t

名物「城下かれい」のほ

か、「おおいた和牛」を

使った寿司も人気。大ト

ロや赤身、あぶりなどが

味わえます。

［所］速見郡日出町2543-1 ［℡］0977-72-2421

［休］水曜 ［Ｐ］35台／大型バス可

［交］大分空港道路日出ICから車で約5分

12月2日（水）～2021年2月7日（日）

「吉祥のかたち～鶴・松竹梅・富士山など～（仮称）」
企画展

全国でも珍しい日本画専門

の美術館。横山大観や竹内

栖鳳、上村松園など、近代

から現代の日本画作家の

作品を展示しています。

［ 所 ］速 見 郡日出 町 大 字川 崎

837-6 ［℡］0977-73-1100  

［入館料］800円 ［休］月曜、年末

年始 ［Ｐ］25台／大型バス可

［交］大分空港道路日出ICから車

で約5分

寿司・割烹

幸喜屋

Gourme t

         二階堂美術館
A r t

ランチ時は行列もでき

る人気店。鉄板でじっく

りと焼いた麺のパリパ

リ感は「日田やきそば」

ならでは！

［所］日田市隈1-5-21 ［℡］0973-22-7261

［休］水曜 ［Ｐ］5台

［交］大分自動車道日田ICから車で約10分

三隈飯店

Gourme t

ご当地グルメ「別府冷

麺」の人気店。国産牛と

コンブのあっさりスープ

やコシの強い手のべ麺な

ど、独自の美味しさです。

［所］別府市松原町7-17 ［℡］0977-22-0445

［休］水曜 ［Ｐ］20台

［交］東九州自動車道別府ICから車で約20分

手のべ冷麺専門店

六盛

Gourme t

ろくせい

豊後大野市
ぶんごおおの

宇佐市
う さ

別府市
べっぷ

由布市
ゆ ふ

日出町
ひ じ

日田市
ひ た

たけたおおいた

なかつ

こうきや

ゆうがっかん

 ココロとカラダを満たす

Art&Gou
rmet

Oita

国指定重要無形文化財で

ある「小鹿田焼」の手法や

作品、重要文化財的景観

「小鹿田焼の里」を紹介し

ています。

［所］日田市大字鶴河内138-1

［℡］0973-29-2020  ［料］無料

［休］水曜、年末年始

［Ｐ］10台

［交］大分自動車道日田ICから

車で約25分

        小鹿田焼陶芸館
A r t おんたやき

　オーパム

12月18日（金）～2021年3月21日（日）営業予定



お得 に 観光

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。

テッパン! おおいた 検索

最新情報はWEBで配信中！

ツーリズムおおいたが販売するオリジナルグッズに、「おん

せん県おおいた マスクケース」が登場しました。新しいマ

スクと使用中のマスクの2つを入れることができる、2ポ

ケットタイプのマスクケースです。スタイリッシュなデザイ

ンと、可愛いおんせん県マークがドーンとのったデザインの

2種類があります。お土産やプレゼントにもおすすめです。

ご当地グッズに
「おんせん県おおいたマスクケース」

が登場しました！

豊後水道★
海鮮ロールクーポン

海の幸の宝庫、臼杵市・津

久見市・佐伯市の県南3市

の地場海鮮を使った巻き

ずし（ロール）が味わえる

クーポン。新鮮な海鮮を

使った、バラエティに富んだ

海鮮ロールが登場します。

臼杵市

津久見市

佐伯市

1,000円
（
税
込
）

宇佐市は“からあげ専門

店発祥の地”といわれて

おり、多くのお店でからあ

げの“お持ち帰り”ができ

ます。クーポンは1冊10枚

綴りで、取扱店舗で使用

できます。

宇佐からあげクーポン
宇佐市

1,000円
（
税
込
）

豊後三大温泉の美肌の

湯「天ケ瀬温泉」巡りを

とってもお得に利用でき

るクーポン。1冊3枚綴り

で、日帰り入浴や観光農

園・お土産屋・カフェなど

で利用できます。

美肌の湯・天ケ瀬温泉
パスポート

日田市

天ヶ瀬 1,200円
（
税
込
）

マスクケース 1個200円

2月中旬～3月中旬

ぶんごたかだ

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。各飲食店では期間

限定の「ひな御膳」も登場。

［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

海の城下町ひじ雛めぐり
日程未定

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お雛様が並びます。

［所］臼杵市観光交流プラザ サーラ・デ・うすき

［問］臼杵市観光情報協会 

［℡］0972-64-7130

うすき雛めぐり
2月上旬～3月上旬

大正、昭和初期の歴史あるお雛様や

手作りのお雛様を展示。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

豊後高田おひなさまめぐり
2月20日（土）～3月10日（水）

桜や菜の花など、待ち遠しい花の開花情報とひな祭り情報。

ゆふいん自然遊歩道

の御幸橋から城橋に

か けて 、由 布 岳 を

バックに大分川沿い

に咲く菜の花と桜の

競演が見られます。

［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

［Ｐ］なし 

［交］大分自動車道湯布院

ICから車で約10分

春の訪れを告げる 2021年春の開花＆ひな祭り速報

大友宗麟により築城されたといわ

れる臼杵城の城跡。公園として整

備され、県南一の桜の名所として

親しまれています。

［所］臼杵市大字臼杵丹生島91

［問］臼杵市観光情報協会

［℡］0972-64-7130 ［Ｐ］42台／大型5台

［交］東九州自動車道臼杵ICから車で約10分

城跡を囲むようにソメイヨシノが咲

き誇る、昼夜問わず花見を楽しめる

大分市内人気No.1スポットです。

［所］大分市荷揚町4 ［問］大分市公園緑地課

［℡］097-537-5976 

［Ｐ］なし

［交］東九州自動車道大分ICから車で約10分

龍門の滝から車で約10分の所に

あり、花盛りには球状の黄色い花

が山の斜面を黄色く染め、辺りに

甘い香りが漂います。

［所］玖珠郡九重町大字松木野倉 ［問］九重町

商工観光・自然環境課 ［℡］0973-76-3150

［Ｐ］約20台（集落内に駐車）

［交］大分自動車道九重ICから車で約20分

「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

本の菜の花の黄色と

のコントラストが美し

い人気スポットです。

［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

［Ｐ］320台／大型バス可

［交］大分空港から車で

約60分

県内最大規模の河

津桜の名所。例年2

月上旬に開花し、中

旬頃が見頃を迎え

ます。イベント期間

中はたくさんの人が

訪れます。

［所］津久見市大字四浦

［問］津久見市観光協会

［℡］0972-82-9521

［Ｐ］150台ほか

［交］東九州自動車道

津久見ICから車で約20分

杵築市 日出町 臼杵市 豊後高田市

瀧廉太郎作曲『荒城の月』の舞台と

言われる岡城跡は「さくら名所100

選」でも有名で、ソメイヨシノやボタ

ンザクラなどが咲き誇ります。

［所］竹田市竹田2761

［問］岡城料金徴収所

［℡］0974-63-1541 ［Ｐ］120台／バス9台

［交］中九州横断道路竹田ICから車で約10分

［所］別府市流川通り18 ［℡］0977-85-8888 ［料］1300円 ［Ｐ］600台／大型バス可

［交東九州自動車道別府ICから車で約10分 ◎その他／鶴見岳

開園90年を数える別府の老舗遊園地。遊具の間を縫うように咲き

誇る桜を、別府湾を一望できる吊り橋から見下ろせます。春には

「桜まつり」が開催され、賑わいます。

約4kmの桜並木に約1000本の

桜が満開となる、「日本桜名所別

選」にも選ばれた桜ロード。桜吹

雪の中を散歩できます。

［所］豊後大野市清川町宇田枝

［問］豊後大野市清川支所

［℡］0974-35-2111 ［Ｐ］3ヵ所あり

［交］中九州横断道路千歳ICから車で約25分

この時期、白や淡いピンクなど約

6000本の梅の花が開花し、甘い

香りに包まれます。「日田おおやま

梅まつり」も開催されます。

［所］日田市大山町西大山大久保台

［問］日田市大山振興局 

［℡］0973-52-3101 ［Ｐ］40台

［交］大分自動車道日田ICから車で約25分 

大正初期に地元住民が数百本の

桜の苗木を植えたことが始まりで

す。「大貞公園桜まつり」の期間中

は園内がライトアップされます。

［所］中津市大字大貞 

［問］中津市観光推進課

［℡］0979-62-9034 ［Ｐ］30台

［交］東九州自動車道中津ICから車で約10分

1,300
本

屋内つばき園「椿花咲苑」では、珍し

い原種ツバキや黄色のツバキ、ワビ

スケや肥後ツバキなど約100品種

100本もの椿が植栽されています。

［所］杵築市山香町大字日指1-1

［℡］0977-28-7111 ［Ｐ］1,600台／大型

バス18台 ［交］東九州自動車道大分農業文化

公園ICから車で約2分

大分城址公園・
府内城跡の桜

450
本

1,000
本

800
本

65
本

vol.34PRESS
発行／公益社団法人ツーリズムおおいた Published on, 2020.11.30

公式
WEBサイトも
随時更新中！

※新型コロナウイルスの影響により、掲載内容が変更となる場合があります。 02

杵築市のシンボルで

もある杵築城跡にあ

る公園。城と桜のコ

ントラストも見事で、

人気の撮影スポット

でもあります。

［所］杵築市大字杵築字

城山16  

［問］杵築城

［℡］0978-62-4532

［Ｐ］17台／大型4台

［交］大分空港道路杵築

ICから車で約5分

御嶽桜ロード
おんだけさくら

開花時期／3月下旬～4月上旬

豊後
大野市 大貞公園

おおさだ

開花時期／3月下旬～4月上旬

中津市 大分農業文化公園
開花時期／1～2月

杵築市

別府ラクテンチ
開花時期／3月下旬～4月上旬

別府市

長崎鼻
ながさきばな

開花時期／3月下旬～4月上旬

豊後
高田市

おおくぼ台梅園
ばいえん

開花時期／2月下旬～3月中旬

日田市 岡城跡の桜
おかじょうあと

開花時期／3月下旬～4月上旬

竹田市 野倉ミツマタの里
のくら

開花時期／3月下旬～4月中旬

九重町

開花時期／3月中旬～下旬

大分市

臼杵城址の桜
うすきじょうし

開花時期／3月下旬～4月上旬

臼杵市

四浦半島の河津桜
ようら かわづ

開花時期／2月上旬～下旬

津久見
市

由布岳と菜の花と桜
ゆふだけ

開花時期／3月下旬～4月上旬

由布市

城山公園
しろやま

開花時期／3月下旬

杵築市

5,000
本

250
本

約

3,000
本

50
本

◆新型コロナウイルス関連情報まとめサイト

◆大分県内市町村お得プランキャンペーン情報

◆大分県内イベント情報

◆大分県内ライトアップ＆イルミネーション情報

◆サザエさんオープニング登場スポット情報

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

や資料館で展示公開します。

［所］日田市豆田・隈など

［問］日田市観光協会 ［℡］0973-22-2036

天領日田おひなまつり
ひた

2月15日（月）～3月31日（水）

日田市

さいき

武家屋敷の面影が残る「歴史と文学

のみち」沿いの施設で、さまざまなお

雛さまが展示されます。

[所] 佐伯市観光交流館ほか（歴史と文学のみち

沿いの各観光施設） [問] 佐伯市観光案内所

[℡] 0972-23-3400

城下町佐伯ひなめぐり
2月下旬～3月上旬（予定）

佐伯市

おかはん

城下町内の各店舗に、江戸時代から

昭和まで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。

［所］竹田市竹田町城下町一円

［問］岡藩城下町雛まつり実行委員会

［℡］0974-63-2638

岡藩城下町雛まつり
2月中旬～3月中旬

竹田市

城下町杵築散策とひいなめぐり
きつき

享保時代から武家や商家で飾られて

きたお雛様や、藩医佐野家に伝わる貴

重なお雛様など、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

#新しいおおいた ～おんせん県の旅のかたち～

安心・安全な旅のかたちをお届けする、大分県公式WEBサイトがオープンしました！

大分旅行の感想や、おすすめのグルメ、とっておきのスポットなどなど、さまざまな“安

心情報”を発信しています。ぜひ、ご覧ください。

新しいおおいた 検索


