
豊後料理 PRイベント
場所：大分駅府内中央口広場
　　 （大屋根下）
この時だけ食べられる限定豊後
料理セットを販売します。

おおいたマルシェ
場所：大分駅府内中央口広場
地元の新鮮野菜や、惣菜・ス
イーツなどの加工品販売のほ
か、木材などを使った体験
コーナーも。

第７回宗麟公まつり

10/2[水] 10/3[木] ～5[土]

10/5[土]
6[日]

午前11時～午後５時 午前10時～午後４時

写真はイメージです

農政課　☎537-7025
農政課　☎537-7025

宗麟公まつり実行委員会事務局（観光課内）
☎537-7043

大分が熱く盛り上がる！26日間

第10回中央通り歩行者天国

10/12[土]
午後１時～４時（交通規制時間　正午～午後５時）

商工労政課　☎537-5959

障がい者も健常者も一緒に楽しめるスポーツと文化の祭典。今年も多数のアーティス
トやアスリートが来場し、障がい者アスリート・アーティストの魅力を発信します。
12日㈯には高橋尚子さんによる陸上教室や、豪華ゲストによるトークショー、13日
㈰にはお笑い芸人によるエンタメステージなどイベントが盛りだくさん。

10/12[土]
13[日]

スポーツ・オブ・ハート 2019 in OITA
場所：祝祭の広場、大分駅府内中央口広場、中央通り〈12日㈯のみ〉

スポーツオブハート大分実行委員会　☎558-6652

午前10時～午後８時

午前10時～午後５時

午前10時～午後６時

午前10時～午後４時

府内城フェスティバル 2019
午前 10 時～午後９時

10/19[土]・20[日]

場所：大分城址公園
「府内城」は、江戸時代の面影を残す
日本100名城のひとつです。城内で
は、衣装体験やお茶会、日本庭園のラ
イトアップを開催。また、ステージイ
ベントなども行います。

まちなみ企画課　☎574-6628

第 4 回
おおいた食と暮らしの祭典
さまざまな庭園が楽しめる「植木造
園展」や県内各地から出店する飲食
ブースなど、市内中心部の各会場で
多彩なイベントを同時開催。

10/1[火] ～20[日]
※時間は会場により異なります。

おおいた食と暮らしの祭典
実行委員会事務局

（商工労政課内）　☎585-6011

場所：大分城址公園

午前 10 時～午後 5 時
錦鯉展示会

10/2[水]・5[土]・9[水]
19[土]・20[日]

写真はイメージです

林業水産課　☎585-6028

おおいた夢色音楽祭 2019
若草公園、市内中心部の商店街、大分
駅周辺、祝祭の広場など、2日間延べ
35会場で250組約1,000人のミュージ
シャンが熱い演奏を繰り広げます。

10/19[土]
20[日]

☎513-4280
おおいた夢色音楽祭実行委員会

午前11時20分
　　　　～午後８時
正午～午後８時50分

場所：大分駅府内中央口広場
大友宗麟公甲冑武者行列やおおいたっ子神楽
「百合若大臣」の披露、豊後大友宗麟鉄砲隊に
よる演武、吹き矢・手裏剣ゲームなどの忍者体
験、お茶体験など。

ゆ り わ か だいじん

オープニングセレモニー

大分市観光大使でもある指原莉乃さんが
駆け付け、大会初日の大分市を盛り上げ
ます！

2018 年に開催した「回遊劇場～ひらく・であう・めぐる～」の続編
となるアートフェスティバル。今回のタイトルは「回遊劇場 SPIRAL」。
アートを活かしたまちづくりの取り組みとして、トイレや地下道での
アート作品などを制作してきました。今回は中心市街地を舞台に、普
段なかなか立ち入ることのできない場所をひらき国際的現代美術アー
ティストのアート作品を設置、建物やシャッターの壁面に制作する
ウォールアートや、アーティストによる楽しみながら文化芸術に触れ
るワークショップも開催。アート作品展示場所や参加アーティストな
ど詳しくは、市ホームページをご覧になるか、商工労政課へお問い合
わせください。

指原さんプロデュースのアイドルグループ
「＝LOVE」も登場します。
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9/28[土]
午後１時 30 分

9/28[土] 午後０時 45 分／３時 30 分

　上記期間中、毎年恒例の「おおいた食と暮らしの祭典」や「スポーツ・
オブ・ハート」、「おおいた夢色音楽祭」に加えて、子どもから大人
まで楽しめるイベントを祝祭の広場や大分城址公園など、市内中心
部で多数開催します。ここでは、そのイベントの一部を紹介します。
　イベント会場では、国内外からの来訪者と触れ合える貴重な機会
がたくさんあります。会場に出掛けて、笑顔と気軽なコミュニケー
ションで、新たな出会いや特別な経験をしましょう！

大分が熱く盛り上がる！26日間

9/28[土] 10/23[水]
2019

商工労政課　☎537-7294

まちなかイルミネーション

回遊劇場ＳＰＩＲＡＬ

場所：中央通り・ふないアクアパーク・
　　　大分駅府内中央口広場

9/28[土] ～10/23[水]

大分都心まちづくり委員会事務局
☎573-7377

9/20[金] ～ 11/2[土]

菊花展
午前 10 時～午後 5 時

午前９時～午後 10 時

10/1[火] ～20[日]

生産振興課　☎537-5770
場所：大分城址公園

場所：祝祭の広場

場所：祝祭の広場

情報発信スペース

県内各市町村や、九州管内ラグビー関連市町村の観光PR、銘菓や地
酒の物販。10月7日㈪～9日㈬はフィジー共和国の観光PRイベントも
行います。

10/1[火] ～9[水]
　18[金] ～20[日]

場所：J:COM ホルトホール大分
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