


修正鬼会
（国東町）

しゅじょうおにえ

五穀豊穣、無病息災

を祈念する新年行事

で、千年を越す伝統

を持つ六郷満山の代

表的な祭りです。仏の化身とされる鬼たちが

たいまつを荒々しく打ち振り、参拝者を加持

します。

成仏寺（国東市国東町）／西暦偶数年の旧暦1月5日

岩戸寺（国東市国東町）／西暦奇数年の旧暦1月7日

20吉弘楽
（武蔵町）

よしひろがく

かわぶねまつり
19

E-4 D-2

 2月～3月 両子寺初午大祭

 2月上旬 修正鬼会

 春分の日
 諸田山神社

  御田植祭

 7月下旬 吉弘楽

 8月上旬 安岐町川舟祭り

 9月上旬 赤根善神王祭り

 10月14日 ケベス祭

 10月15日 流鏑馬（やぶさめ）

国東お祭りカレンダー

火の粉を散らす天下の奇祭で、起

源や由来は一切不明。奇怪な面を

被ったケベスと白装束に身を包ん

だトウバが争

い暴れまわり

ます。火の粉

を浴びると無

病息災が叶う

といわれてい

ます 。（ 1 0 月

14日）

さ吉くん

自然・文化

グルメ・おみやげ

D-121 ケベス祭（国見町）

川舟祭（安岐町）

川舟祭は、海

上 の 交 通 安

全、大漁、商

売繁盛を祈願

し 行 わ れ ま

す。江戸時代

より伝えられ

ているこの祭り、炎を上げた船上か

ら男衆が川へ飛び込む姿は迫力満点

です。（７月第４日曜日）
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琉球畳の原材料として現在、国内では

国東半島が唯一の生産地となっていま

す。草履や円座などの工芸品もお土産

にもおすすめです。

くにさき七島藺表
しち とう い

仁王像の化身⁉

国東半島に太古から

住む妖精「さ吉くん」

718年（養老２年）に宇佐八幡神の

化身といわれる「仁聞菩薩」が開

基したといわれる、国東半島最高

峰の両子山から放射状に広がる谷

筋に沿って六つの郷（国東・安岐・

武蔵・伊美・来縄・田染）に広が

り発展した寺院群を総称して「六

郷満山」と呼びます。平成30年に

は開山1300年を迎えました。

六郷満山文化

両子寺（安岐町両子1548） 

ふ た ご  じ

苔むした参道の両脇にあ形、う

ん形の力強い石造の仁王像が立

つ、六郷満山仏教文化を代表す

る天台宗の寺院です。秋は紅葉

で美しく彩られます。子授けの

お寺としても知られています。

TEL 0978-65-0253
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文殊仙寺（国東町大恩寺2432）

もんじゅせん じ

あんこくじしゅうらくいせきこうえん

やよい

12年に1度しか公開されない本尊文殊菩

薩がある文殊仙寺は日本三文殊の一つ。

奥の院から湧き出る「知恵の水」は飲む

と知恵がつくといわれています。

TEL 0978-74-0820
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旧千燈寺跡
（国見町）

せんとう じきゅう

仁聞菩薩入寂の地ともいわれ、

山門跡に残る一対の仁王像がか

つての隆盛を誇った名刹の面影

を残しています。
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泉福寺（国東町横手1913）

せんぷく じ

江戸時代は曹洞宗九州総本山と

して栄え、禅の修行道場として

開山。ここには本格的な坐禅堂

があり、心を無にして、心身を

整えることができます。
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みねみち

国東半島で古くから行われてきた「六郷

満山峯入行」をベースに、トレッキングや

ウォーキングの醍醐味を味わうことがで

きる全長約135㎞のトレイル。自然あふれ

る里山を歩き、奇岩が立ち並ぶ山々を眺

め、その山からは海が見渡せる、ジャン

ルに富んだ景観と道のりが楽しめます。

国東半島峯道ロングトレイル

日本遺産

「くにさき」の鬼は災

厄を払う良い鬼として

昔から人々に厚く信仰

されていました。平成

30年5月に、鬼が仏に

なった里「くにさき」

として日本遺産に認定

されました。

世界農業遺産

現在も原木しいたけ

生産をはじめとす

る、クヌギ林とため

池がつなぐ国東半

島・宇佐地域の農林水産業の循環

システムが、世界的に価値のある

ものとして平成25年5月に認定さ

れています。

食事・買い物スポット

立ち寄り湯スポット

ふるさと市場R213
（安岐町下原2235）

TEL 0978-67-3362
定休日 12/30～1/3（年末年始）
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里の駅

道の駅

道の駅

道の駅くにさき
（国東町小原2662-1）

TEL 0978-72-5168
定休日 年末年始
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道の駅くにみ
（国見町伊美4252）

TEL 0978-89-7117
定休日 年末年始
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大分空港「旅人ｰたびとｰ」
（安岐町下原13番地（大分空港２階））

TEL 0978‐64‐7550
定休日 なし
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里の駅 むさし
（武蔵町糸原3550）

TEL 0978-69-0056
定休日 年末年始
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里の駅

SAKE GALLERY東西
（国東町綱井392-1）

TEL 0978‐64‐7550
定休日 土日（休日は要予約）
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13
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湯の里 渓泉
（国見町赤根180） 

TEL 0978-82-1300

国見温泉あかねの里
（国見町赤根2064-3）

TEL 0978-82-1571

ヴィラ・くにさき
（国東町小原3204-1） 

TEL 0978-72-2116
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17 F-5

ホテルベイグランド国東
（国東町小原4005）

TEL  0978-72-4111

梅園の里
（安岐町富清2244）

TEL 0978-64-6300

しお湯100馬力
（安岐町下原3074）

TEL 0978-67-0297

安国寺集落遺跡公園

「弥生のムラ」
（国東町安国寺1639-2）

弥生のムラでは、弥生時代の

住居や倉庫が復元されてお

り、まるでタイムスリップし

たかのよう。火おこしや勾玉

づくりなどが体験でき、遊び

ながら古代の文化や暮らしの

知恵を学べます。
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地酒
六郷の山々から湧き出る名水と、

豊かな土地で育つ米、そして代々

受け継がれる技と知恵で丁寧に仕

込んだ、国東が誇る味わい。

くにさきOYSTER
生で食べる小ぶりな身は、透き通

るような磯の香り、すっきりとし

た味わいが堪能できます。

　　　　　　　 ぎん

くにさき銀たち料理
国東の漁師たちが釣り上げた太刀魚

「くにさき銀たち」は刺身や塩焼き

などで味わえます。

キウイソフト
大分県産のほとんど

の生産量を占め、糖

度の高さと酸味のバ

ランスが絶妙。

くにさき姫だこ
潮流の早い伊予灘育ち。やわ

らかい中にも歯ごたえがあり

ます。

五穀豊穣、虫

害防除の祈祷

のために行わ

れる祭りです。

総勢４９人の楽人が古式ゆかし

い兜や腰蓑を着け、太鼓や笛、

鉦を打ち鳴らす勇壮な楽打ちが

繰り広げられます。（７月第４日

曜日）

伝統行事・祭り

大 分 県  国 東 半 島

く に さ き

ろくごうまんざんぶん か

（一社）国東市観光協会
大分県国東市国東町小原 2662–1 サイクリングターミナル（道の駅くにさき）

電 話　0978–72–5168

FAX　0978–72–0960

● レンタサイクル（１日）

大人 500 円・小人 300 円

● 観光パンフレット・地図・

イベント情報他　休憩にどうぞ

ご利用案内

（8：30 ～ 17：00）

池田 菓 子店
住所　国東市国東町鶴川　　　　　営業時間　8：30～ 19：30

TEL・FAX　0978（72）1075　　定　休　日　毎週日曜日

国東銘菓Bistro Espoir ビストロ エスポワール

〒873-0511
大分県国東市国東町小原 145 番地１
TEL・FAX（0978）72-3034
http://www.bistro-espoir.net

営業時間

Lunch　11：00 ～ 14：00

Dinner　17：00 ～ 21：00

定休日　月曜日

曹洞禅の
修行道場

宇佐神宮六郷満山霊場第二十三番札所

◇坐禅体験の予約

TEL 090（2514）6864

住所　国東市国見町竹田津3580-5

　　　R213沿い　徳山行フェリー乗場より900m

電話　0978-84-0789

木曜定休（祝日営業）

ラーメン・カフェ明星
くにさき半島の山海の幸が楽しめる、

ラーメン・カフェです。

営業時間

11：00～ 14：00

17：00～ 21：00（OS　20：30）

割烹 志まる
国東市国東町田深 923-2

TEL 0978-72-2779　FAX 0978-72-2890

100 名収容可能

大型バス駐車場完備

体験クルージング 常時受付中

3,600円

oosawa-s@oct-net.ne.jp

定例坐禅会 毎月第1第３日曜 午前７時より ※その他の日時でも随時受付しております

各種供養　各種研修　坐禅指導

国東市国見町竹田津 93　0978-84-0530

開山 法燈国師
臨済宗 大徳寺派 竹田山 大光禅寺

当せんべい

とみくじみやげ店開
運

土・日・祝日のみ営業（10：00～ 16：00）
国東町富来854-2（富来神社前）

TEL・FAX　0978-74-1199富来袋

成金こま

太郎　次郎
マネーき猫

開運
運玉唐獅子

�� Jin
営業時間　PM ５：00 ～ PM10：00

ラ　ン　チ　AM11：00 ～ PM ２：00

TEL.0978-72-1715宴会予約承ります。

〒873-0503

大分県国東市国東町鶴川431-２

住所：国東市国東町綱井392-1 萱島酒造有限会社　TEL：0978-72-1181　FAX：0978-72-1182

明治６年創業の蔵。国東の海で獲れる魚介類に

育てられたやや甘口の美味しい地酒です。
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