９
日 曜日

市 内の イ ベ ン ト 情 報

月の行事
カレンダー
主な行事やお知らせの内容

精神保健福祉相談（事前予約制）
開 催 日

10
（月）赤根善神王祭り 午後７時30分 国見町赤根 古幡社
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11
（火）市民病院巡回診療

午後１時30分

９月11日㈫ 午後１時30分～２時30分
10月９日㈫ 午後１時30分～２時30分

中野公民館

精神保健福祉相談 午後１時30分～２時30分 東部保健所国東保健部 相談室

場

12
（水）市民病院巡回診療 午後１時30分 竹田津地区公民館
行政相談 午前10時～正午

国見町 みんなんかん第２学習室
安岐町 安岐総合支所202会議室

民事及び家事手続案内 午前9時30分～午後3時30分 国東老人憩の家

所

大分県東部保健所国東保健部 相談室
※相談日の前の週の金曜日までに必ず予約をお願
いします。

予 大分県東部保健所国東保健部
・
☎0978-72-1127
問 地域保健課

秋 のイベント情報
くにさきアートフェスタ２０１８
くにさきの新たな可能性を探るため、文化芸術によるまち
づくりイベントです。
芸術の秋。のんびりした気持ちで、海岸線のドライブやま
ち歩き、ワークショップによるオリジナル作品作り、アート
作品の鑑賞などいろんな
“くにさき”
を体験してください。
と

き

だい

主なイベント

にこにこ子育て広場 午前10時 国東保健センター
武蔵図書館おはなしのへや 午前３時３０分～ 武蔵図書館
13
（木）大分県行政書士会杵築支部無料相談 午後１時～３時 武蔵中央公民館 １階控室
14
（金）国見図書館おはなしひろば 午前9時30分 熊毛幼稚園・保育所
15
（土）神楽フェスタ 午前９時30分～ アストくにさきアストホール

行政相談

と

期 間 ・ 場 所
９月12日㈬
みんなんかん 第2学習室、安岐総合支所 202会議室
10月17日㈬
アストくにさき 小会議室、武蔵中央公民館 相談室

武蔵図書館おはなしのへや 午後３時 武蔵図書館

時

19
（水）にこにこ子育て広場（タッチケア教室） 午前10時 安岐保健センター
22
（土）平泉交流事業特別講演会 午前10時～ アストくにさき マルチホール
くにさき図書館おはなし会 午後２時 くにさき図書館
25
（火）消費生活出張相談 午後１時～３時 みんなんかん 第１学習室

問

大分行政監視行政相談センター
☎097-532-3715
総務課総務係
☎0978-72-1111

消費生活出張相談

第４回アール・ブリュット展

10月18日㈭～30日㈫ 午前11時～午後5時
アストくにさき３Ｆギャラリー

容 障がい者アートなど既存の美術文化の影響を受けていない

人々が創造する作品展です
※10月２０日㈯には、特別企画として二宮圭一さんの監督作
品「日常～めぶき園を訪ねて～」の上映会を予定しています。

市民病院巡回診療 午後１時３０分 竹田津地区公民館

場

武蔵図書館おはなしのへや 午後３時３０分 武蔵図書館
28
（金）国見図書館おはなしひろば 午前９時30分 竹田津幼稚園・保育所
資料整理日のため図書館休館日

午後１時～３時

所

みんなんかん 第１学習室

国東市消費生活センター
問 （国東市役所２階 活力創生課内）
☎0978-72-5183

29
（土）星空朗読会「銀河鉄道の夜」 午後７時30分～ 梅園の里天文台天球館
30
（日）第19回九州瀬戸内高等学校女子駅伝 スタート 午前10時30分 スタート・ゴール 安岐総合支所周辺
２
（火）国東市認知症家族支援プログラム公開講座 午後１時30分～３時30分 アストくにさき マルチホール
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国東市障がい者福祉相談 午後１時30分～３時 みんなんかん
（木）にこにこ子育て広場 午前１０時～ 武蔵保健福祉センター
４
（土）武蔵図書館おはなしのへや 午前１０時３０分～ 武蔵図書館
６
（日）第16回 東国東神楽大会 午前９時30分から 武多都神社（国見町）
７

中野公民館

精神保健福祉相談 午後１時30分～2時30分 東部保健所国東保健部 相談室
国東市障がい者福祉相談 午後１時30分～３時 アストくにさき

くにさきりっち アート＆マルシェ
と

き

内

10月27日㈯～28日㈰ 午前９時～午後４時
イミテラス、伊美三区公民館

容 双国校とコラボしたグルメ屋台村やカレーのちょ

いかけバル、ミニコンサートなどを開催

開 催 日
９月25日㈫

2018.9

内

ところ

26
（水）大分県よろず支援拠点「国東市出張相談会」 午前１０時～ 国東市役所２階２０８会議室

23

ところ

間

梅園ウォーク（瑠璃光寺→梅園の里） 集合 午前８時30分 安岐総合支所

※毎週月曜日は図書館休館日

き

かい

午前10時～正午

18
（火）敬老の日の振替のため図書館休館日

（火）市民病院巡回診療 午後１時３０分
９

10月６日㈯～11月4日㈰

大分県 よろず支援拠点
「国東市出張相談会」事前予約制

この他にもたくさんのイベントを企画していますので、詳しくは下記までお問い合わせください。
問 活力創生課 ☎0978－72－5175
Run for the Dream
だい

かい きゅう しゅう せ

～国東の風にのって～
と

うち こう

とう がっ こう じょ

９月30日㈰ 開催

き

９月26日㈬ 午前10時～午後４時

内

容 【女子】 ５区間 ２１.０９７５ｋｍ

所

相談内容
IT活用をはじめ、販路開拓、広告、デザインなど

申 国東市活力創生課商工労政係
☎0978-72-5183
・
問 国東市商工会
☎0978-72-2000

でん きょう そう たい かい

国東路に秋の訪れを告げる「九州瀬戸内高等学校女子駅伝競走
大会」を９月３０日㈰に開催します。
市民の皆様のあたたかいご声援をお願いします。
と

場

えき

第１９回九州瀬戸内高等学校女子駅伝競走大会

開 催 日

国東市役所 ２階 208会議室

し

・スタート…………午前１０時30分〔安岐総合支所西〕
・フィニッシュ ……午前１１時３５分頃〔安岐総合支所東〕
安岐コミュニティ広場では、国東市商工会ならびにＫトラ市による特産物の販
売や飲食コーナー、安岐のパン祭りを開催します。ぜひご来場ください。
なお、選手が通過する際は交通規制を行いますので、ご理解とご協力をお
願いします。
問 国東市教育委員会 安岐分室（安岐中央公民館） ☎0978－67－0155

22

