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10：00〜21：00

月隈公園

高校生マーケット 青春にぎわい広場 月隈ステージ

天領ひた食の乱天領ひた食の乱天領ひた食の乱

みゆき通り商店街・上町通り商店会

9：00〜17：00

『天領小判一割得々セール』

日田三隈高校

昭和学園高校

フリーマーケット

月隈公園入口（丸山公民館前 Street）

10：00～

ランタンランタン
 広　場 広　場
ランタンランタン
 広　場 広　場
ランタン
 広　場

1,000円で1,100円分の天領小判と交換。
「小判適用店」で使用可能。

10：30〜10：55
全体PR・食の乱PR

12：35〜12：55
江戸芸かっぽれ 舞踊

13：00〜13：20
株式会社やずや ダンス

時代寸劇

12：00〜12：30 仕立屋甚兵衛着物文化の会
着物ファッションショー

9：30〜10：00

10：30〜 出発10：30〜 出発10：30〜 出発

平成27年度林業・木材産業功労者表彰

11：30〜11：55 ネフェルベリーダンス
ベリーダンス

11：00〜11：15
ソングライン

12：30〜12：45
ソングライン

13：30〜14：00 門司港バナナの叩き売り連合会
バナナの叩き売り

14：00〜15：30
日田市舞踊連盟 舞踊
18：00〜19：00
前川ひろし 前川清そっくりショー

10：30〜11：00
時代行列 出発式

15：00〜15：15
時代行列 解散式

時代寸劇

11：20〜11：50
博多ベンチャーズ バンド

13：40〜14：20
博多ベンチャーズ バンド

12：00〜12：20 Pualani Hula Studio
フラ・タヒチアンダンス

13：00〜13：30 日田三隈高校生活研究部
コスチュームショー

主催：そらの会（石松）　070 - 6 5 9 6 -7 0 9 4

場所：豆田の辻公園前　時間：10：00〜15：00　soranokai.hita@gmail.com

※着物を着た方には無料乗車体験！

場所：日田神社

城町２丁目自治会

今年も天領日田に、
今年も天領日田に、

各地の逸品が大集合!!
各地の逸品が大集合!!

地元日田からも多数参戦!!
地元日田からも多数参戦!!

また月隈公園内のステージでは、
また月隈公園内のステージでは、

踊りやライヴ、高校生による
踊りやライヴ、高校生による

ファッションショー等の
ファッションショー等の

多彩なショーも開催！！
多彩なショーも開催！！

今年も天領日田に、

各地の逸品が大集合!!

地元日田からも多数参戦!!

また月隈公園内のステージでは、

踊りやライヴ、高校生による

ファッションショー等の

多彩なショーも開催！！

商店街の催し

夜のイベント（千年あかり）

自治会の催し

時代行列

港町児童公園

カキ炭火焼
豊後牛炭火焼

出発式（月隈公園）

月隈公園出発→丸山公民館前→一新橋→上町通り

→大分銀行日田支店前→パトリア着（12：30頃）

パトリア出発→明治会館前→咸宜園前→みゆき通り

→御幸橋→丸山公民館前→月隈公園着（14：45頃）

解散式（月隈公園）

行列に先立ち、今年も地元子ども会に行列に先立ち、今年も地元子ども会に
よるこども神輿が実施されます。よるこども神輿が実施されます。
行列に先立ち、今年も地元子ども会に
よるこども神輿が実施されます。
丸山1丁目/港町/三本松/丸山2丁目
淡窓町/城町1丁目

子ども神輿子ども神輿子ども神輿子ども神輿子ども神輿

屋久杉を使った工芸品
さばぶし、たんかんジュース

うんまか漬

杵築市

飲料各種
日田やきそば

日田市

タコ・ハモのからあげ

国東市

宇佐からあげ

宇佐市

『ちびっこ相撲大会』

場所：日田無線前付近

港町自治会
『焼き鳥、焼き餅屋台』

場所：御幸橋丸山町側

丸山１丁目自治会
『まるいち会やきとり屋台』

場所：咸宜園前

淡窓町自治会
『焼きソバ屋台』

場所：丸山公民館前

丸山2丁目自治会
『代官じる（団子汁）屋台』

月隈公園

パトリア日田

10：30〜

11：00〜

13：30〜

15：00〜

御幸橋 一新橋

み
ゆ
き
通
り

上
町
通
り日田信金

豆田支店
廣瀬資料館

江戸末期頃から伝わる伝統的な奴振り行列です。かけ声とともに行われ
る勇壮な奴振りの技をご覧ください。

有田町若八幡社奴振り行列

西国筋郡代着任行列

江戸時代、日本最大規模の私塾であった『咸宜園』で学び、各分野で

活躍した先人や、日田の先哲による行列です。

日田市舞踊連盟による『お江戸日本橋』が、行列に華を添えます。

日田歴史絵巻行列

日田市舞踊連盟

【編成】

行  程
大分市

とり天・牛トロめし

佐伯市

柿の葉ずし

彩食工房 月の器

丸山2丁目町づくりの会

ぶっかけ亭

三隈マーケット

昭和学園 製菓衛生師コース

自由の森クラブ

原食品研究所

荒川からあげ

シゲの石焼芋

はし巻き

代官じる（団子汁）

巻きクレープ、ぶっかけうどん、ゲソ天

オリジナル商品、高校生企画商品

焼き菓子

蒲江の干物、おばあちゃん手作り小物、日用雑貨

鶏の炭火焼、鶏めしおにぎり、鶏のからあげ

唐揚げ、酢もの、コロッケ、チキンカツ

焼き芋、たこ焼き、地鶏炭火焼 など

丸山公民館前
※各店舗で売り切れと※各店舗で売り切れと
　なった場合は閉店と　なった場合は閉店と
　なります。　なります。

※各店舗で売り切れと
　なった場合は閉店と
　なります。

焼焼きき菓菓子子三三隈隈ママドドレレーーヌヌううめめききゅゅんん梅梅ぇぇばばいい

焼き菓子三隈マドレーヌうめきゅん梅ぇばい

『華展』
『人力車』

なでしこ会

場所：市山亭懐古館庭  華道家元池坊日田橘支部

場所：日田信用金庫豆田支店前
天領小判3枚で乗車 ※15㈰11：30〜12：30は

　貸切のため乗車不可

19：00〜 ひな御殿前
　　　　（みゆき通り）
19：40〜 天領まちの駅前
　　　　（上町通り）　

陸乃会による
三味線演奏

『竹あかり
 ミニライブ』

～クラシックの名曲を
　　　竹あかりとともに～

19：00〜 ひな御殿前
　　　　（みゆき通り）
19：45〜 天領まちの駅前
　　　　（上町通り）　

18：30〜 市山亭懐古館庭
演奏：大分ギターアンサンブル AQUA

（女性だけによる祗園囃子）
（クラシックギター三重奏）

1515日
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13（金）
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11：00〜21：00

19：00〜21：00

14（土）

15（日）
9：00〜17：00
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9：00〜16：00

15

江戸時代、九州の天領を統括した“西国筋郡代”の日田入りの様子を再現。
行列の主役、郡代とその奥方に扮するのは、一般公募で選ばれた新婚の
カップル。お姫様役は、2015サッポロビールイメージガール朝比奈恵美さん
が務めてくださいます。

日田三隈高校の「三隈マーケット」、昭和学園高校
の「スイーツ」をはじめ、マーケットには高校生が
企画した商品等が盛りだくさん！

進撃の巨人ねぷたも出現!進撃の巨人ねぷたも出現!進撃の巨人ねぷたも出現!進撃の巨人ねぷたも出現!進撃の巨人ねぷたも出現!

14土

鹿児島県屋久島町 日曜日のみ

まつり期間中の出店につきましては、日田まつり振興会へ事前の届出が必要となります。
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