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月の行事
カレンダー

日 曜日

主な行事やお知らせの内容
午後１時30分～ 竹田津地区公民館
10
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 午後３時30分～ 武蔵図書館
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
（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
12
13（土）梅園ウォーク（梅園の里～諸田社） 集合 午前8時30分 安岐総合支所
第３回藤田洋三と歩く「世間遺産」 集合 午前10時 武蔵総合支所
国東市体力テスト 午前９時30分～正午 アストくにさき アグリホール
くにさき漁師の朝市 午前８時～ 10時 銀たちの郷
国見図書館おはなしひろば 午前９時３０分～ 国見図書館
安岐図書館ひまわりのへや 午前10時30分～ 安岐図書館
午後６時～ 国見町
来社
14（日）ケベス祭り
演劇「遥かなる海の賛美歌～ペトロ岐部物語」公演 開演 午後２時～ アストくにさき アストホール
くにさき図書館おはなし会 午前10時30分～ くにさき図書館
国見町 伊美別宮社
15（月）流鏑馬 午後４時～
国東市地域づくり講演会 午前10時～正午 アストくにさき アストホール
午後１時30分～ 隣保館
16（火）障がい者福祉相談
17（水）行政相談 午前10時～正午 アストくにさき 小会議室
武蔵中央公民館 相談室
18（木）大分県行政書士会杵築支部無料相談 午後１時～３時 国東中央公民館
20（土）武蔵図書館おはなしのへや 午後３時～ 武蔵図書館
未来はデザインできる。自分磨きセミナー 午後７時～ 国東市役所 ２階 201～203会議室
（日）
21 くにさき伝統芸能ライブ「鬼・鬼・鬼ときどき龍」 午前９時３０分～ 武蔵町セントラルホール
普通救命講習
午前９時～ 国東市消防本部
（月）
消費生活出張相談
午前10時～正午
武蔵中央公民館 ２階 会議室
22
23（火）障がい者福祉相談 午後１時～３時 安岐総合支所
24（水）にこにこ子育て広場 午前10時 安岐保健センター
市民病院巡回診療 午後１時30分 竹田津地区公民館
大分県よろず支援拠点「国東市出張相談会」 午前10時～午後４時 国東市役所 ２階 208会議室
武蔵図書館おはなしのへや 午後３時30分～ 武蔵図書館
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
（金）
26
27（土）千燈寺奥の院秘仏御開帳と岩屋探訪会（コンサート鑑賞） 集合 午前9時 国見町 千燈寺
くにさきりっち「カレー祭り」 午前11時～午後４時 アストくにさき
くにさき図書館おはなし会 午後２時～ 国見町イミテラス
28（日）夢咲きくにさきふるさと祭り 午前９時30分～ 黒津崎おまつり広場
千燈寺奥の院秘仏御開帳と岩屋探訪会（記念文化講演会） 集合 午前８時30分 国見町 千燈寺
第6回旭日の世界農業遺産ため池ウォーク 受付 午前7時30分～ ソニー潮の香公園
くにさきりっち「カレー祭り」 午前11時～午後４時 国見町イミテラス
下原歌謡スクール発表会 午前10時～ 武蔵セントラルホール
（水）
31 資料整理日のため図書館休館
1１/１
（木）にこにこ子育て広場 午前10時 武蔵保健福祉センター
３（土）武蔵図書館おはなしのへや 午前10時30分～ 武蔵図書館
池カフェ＆里山づくり体験 午前９時～ 国東市立旭日小学校
４（日）安岐町ふるさとまつり 午前10時～ 安岐コミュニティ広場
ペトロの森 花使いライブ 午後２時30分～ 国見町 ペトロカスイ岐部記念公園上
ペトロ岐部＆風景街道「健康ウォーキング」 集合 午前８時30分 国見町 ペトロカスイ岐部記念公園
６（火）離乳食教室 午前10時 武蔵保健福祉センター
７（水）市民病院巡回診療 午後１時30分 竹田津地区公民館
10/ （水）市民病院巡回診療

※毎週月曜日は図書館休館日
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国東市地域づくり講演会
開 催 日
10月15日㈪ 開演 午前10時～正午（開場 午前９時30分）

場

所

アストくにさき アストホール

講

師

藻谷浩介氏（㈱日本総合研究所 主席研究員）

演

題

やぶさめ

『国東の生き残る道～国東市で里山資本主義は可能か？～』

参 加 料

流鏑馬

ケベス祭

10
0月15日㈪
㈪

10
0月14日㈰
㈰

無料
（ただし、前日までにお申し込みください）
いみべつぐうしゃ
いみ
いみべ
い
みべつ
みべ
つぐうしゃ
つぐう
つ
ぐうし
しゃ
ゃ

申・問 政策企画課 ☎0978-72-5161

未来はデザインできる。自分磨きセミナー
開 催 日
10月20日㈯ 午後７時～

場

所

国東市役所 ２階 201～203会議室

講

師

伊美別宮社境内（国見町伊美）

問 くにさき婚活応援団事務局（活力創生課内）☎0978-72-5175

消費生活出張相談
開 催 日
10月22日㈪ 午前10時～正午

所

武蔵中央公民館 ２階 会議室

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

大分県 よろず支援拠点
「国東市出張相談会」事前予約制
個人事業主、小規模事業者、中小企業の皆様の様々な経営課題
について、各分野の専門家が無料でご相談をお受けします。

開 催 日
10月24日㈬ 午前10時～午後４時 ※要予約

場

問 文化財課

☎0978-72-2677

題

「素敵なパートナーシップを手に入れるために!!」
～まず自分が輝きを放つには～
※未婚・既婚者どちらの方にも役立つ内容になっ
ていますので、
ぜひ参加してください。

場

来社（岩倉八幡社）
境内（国見町 来）

【祭りの流れ】 ※時間は目安です
【祭りの流れ】
【
】 ※時間は目安です
6：00 寄進の的（神社に奉納する流鏑馬）
18：00 シオカキ（海水で身を清める）
13：00 大
祭（拝殿に参列して神事）
19：00 神
事（拝殿にて）
14：30 神幸祭（浜殿で神楽、巫女舞の奉納）
19：30 ケベスの登場（トウバと格闘・参拝者を追い回す）
16：00 流 鏑 馬（的射や紙吹雪の披露）
20：30 終
了

相良亜寿香
（株式会社フェイス）

演

まつり

所

国東市役所 ２階 208会議室

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

JA共済＋早稲田大学「農から地方創生」
・世界農業遺産旭日プロジェクト〈GAP〉①池カフェ＆②里山づくり体験
～日常の喧騒から離れ、ため池のほとりでお茶を飲みながら、あなただけの癒しの時間を池カフェで過ごしませんか～

日 時
内

11月3日㈯

会

場 美迫池 ／

集 合

国東市立旭日小学校（国東町綱井）

容 ①池カフェ 美迫池の堤防がカフェになります。無料 午前10時～午後２時
②里山づくり体験〈高雄池水路のお掃除〉 無料 午前９時～11時30分
※終了後、池カフェでお茶をします。準備物（帽子・長靴など）

※早稲田大学生・里づくり旭日ネットの皆さんが池カフェをオープンします
問「国東おだやか博」
運営事務局
（国東市観光協会内） ☎0978-73-0962

世界農 業 遺 産 関 連イベント
明治150年記念
第９回世界農業遺産と名跡を巡るウオーキング
第
第９
９回世
世
世界
界農
農業遺産と
業遺産
遺産と
第6回 旭日の世界農業遺産ため池ウォーク
日時 11月18日㈰
～明治築造のため池や萱島酒造の登録文化財を巡ります～

集合 午前８時30分 出発 午前９時
日時 10月28日㈰ 受付 午前7時30分～
場所 旧大恩小学校（国東町大恩寺）
集合 ソニー潮の香公園（国東町小原）
内容 富来川源流のため池と紅葉の文殊仙寺参拝コース
内容 ほのぼのコース（約9キロ 午前８時45分～正午）
片道コース（６キロ 旧大恩小学校～文殊仙寺）※復路は車で移動
ため池ざんまいコース（約12キロ 午前８時30分～午後０時30分）
往復コース（12キロ 旧大恩小学校～文殊仙寺～旧大恩小学校）
参加費
参加費
一般1,000円／
一般1,000円／
中学生以下500円
中学生以下500円
（昼食、
保険料等含む）

申込締切
10月24日㈬必着
問 世界農業遺産旭日プロジェクト事務局 清原正義
☎090-6689-2402

（昼食、
保険料等含む）

申込締切
11月７日㈬必着
問 文渓里の会事務局 長木 寿生 ☎090-8667-0957
24

