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月の行事
カレンダー

行政相談

期間・場所
主な行事やお知らせの内容
11月14日㈬ 午前10時～正午
11/ （土）木村雄太バリトン・リサイタル 開場 午後１時30分 武蔵中央公民館セントラルホール
10
みんなんかん 第2学習室、安岐総合支所 202会議室
日本のマルコポーロ、福者ペトロ・カスイ岐部の足跡を音楽で辿る 開場 午後１時30分 アストくにさきアストホール
12月12日㈬ 午前10時～正午
梅園ウォーク（諸田山神社～走水観音） 集合 午前8時30分 安岐総合支所
アストくにさき 小会議室、武蔵中央公民館 相談室
くにさき漁師の朝市 午前８時～ 10時 銀たちの郷
大分行政監視行政相談センター
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
問
☎097-532-3715
第29回仏の里くにさき・とみくじマラソン大会
開会式
午前８時
黒津崎海岸お祭り広場
（日）
11
総務課 総務係 ☎0978-72-1111
第６回龍神俳句会＆野点の会 午前９時30分 白石社（武蔵町内田）
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
消費生活出張相談を開催します
13（火）市民病院巡回診療 午後１時30分 中野公民館
開 催 日
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
11月26日㈪ 午前10時～正午
南 育代さんとお茶会 午後３時～ 里の駅ふるさと市場Ｒ213
場
所
14（水）民事・家事手続案内 午前９時３０分 国東老人憩の家
安岐総合支所 202会議室
みんなんかん第２学習室
行政相談 午前10時
国東市消費生活センター（国東市役所２階 活力創生課内）
安岐総合支所202会議室
問
☎0978-72-5183
にこにこ子育て広場（タッチケア） 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
大分県 よろず支援拠点
（木）
大分県行政書士会杵築支部無料相談
午後１時 みんなんかん第１学習室
15
事前予約制
くにさきがんサロン「まりまり」 午後２時～４時 国東市民病院 「国東市出張相談会」
開 催 日
17（土）武蔵図書館おはなしのへや 午後３時 武蔵図書館
11月28日㈬
午前10時～午後４時
※要予約
ライトアップイベント（神仏習合公演【巫女舞・雅楽・声明のコラボ】） 午後６時～ 両子寺
午前10時 武蔵農村公園
場
所
18（日）むさしおいで祭り
国東市役所
２階
208会議室
ペトロ・カスイ岐部神父列福10周年記念シンポジウム 開場 午後０時３０分 みんなんかんホール
世界農業遺産と名跡を巡るウォーキング 集合 午前８時３０分 旧大恩小学校（国東町大恩寺）
相談内容
夢咲き桜植樹会 午前９時３０分 松寿園付近（国東町富来） IT活用をはじめ、販路開拓、広告、デザインなど
21（水）第4回身になる人権講座 午後６時 アストくにさきマルチホール
申 活力創生課 商工労政係 ☎0978-72-5183
・
にこにこ子育て広場 午前10時 安岐保健センター
問 国東市商工会 ☎0978-72-2000
市民病院巡回診療 午後１時30分 竹田津地区公民館
22（木）国東高校 秋の園芸フェア 午前９時 国東高校農場 人権フェスティバル
買物支援シンポジウム 午後２時～４時 国東市役所 本庁４階 委員会室
国東市では、毎月12月から２月までの間、町ごと
23（金）グランプリ・コンサート2018 開場 午後１時30分 アストくにさきアストホール に「人権フェスティバル」を開催しています。市民
勤労感謝の日のため図書館休館日
の皆様のご来場をお願いします。
24（土）くにさき図書館おはなし会 午後２時 くにさき図書館 【武蔵会場】
開 催 日
25（日）御鎮座祭 午前10時～ 武多都社（国見町竹田津）
12月１日㈯ 午前９時～正午
第2回国東半島を望むスダシイ Ａコース出発 午前10時 集合 宝命寺
場
所
原生林小城山を歩こう
Ｂコース出発 午前 ９時 集合 椿八幡神社
武蔵セントラルホール
26（月）消費生活出張相談 午前10時 安岐総合支所202会議室
内
容
28（水）武蔵図書館おはなしのへや 午後３時30分 武蔵図書館
人権作文朗読、児童・生徒・一般の学習発表、作品展示など
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
30（金）資料整理日のため図書館休館日
問 社会教育課 武蔵分室 ☎0978-68-0094
12/ １
（土）人権フェスティバル【武蔵会場】 午前９時～正午 武蔵セントラルホール
武蔵図書館おはなしのへや 午前10時30分 武蔵図書館 【安岐会場】
開 催 日
２（日）人権フェスティバル【安岐会場】 午前９時30分～11時30分 安岐総合支所 ２階会議室
12月２日㈰ 午前９時30分～ 11時30分
４（火）障がい者福祉相談 午後１時30分～３時 みんなんかん
場
所
５（水）地域消費者フォーラム（国東会場） 午前10時～正午 アストくにさき マルチホール
安岐総合支所 ２階会議室
市民病院巡回診療 午後１時３０分 竹田津地区公民館
内
容
６（木）にこにこ子育て広場 午前１０時 武蔵保健福祉センター
人権作文朗読、人権講演会、作品展示など
８（土）梅園ウォーク（走水観音～両子寺） 集合 午前8時30分 安岐総合支所
問 社会教育課 安岐分室 ☎0978-67-0155
※毎週月曜日は図書館休館日
日 曜日
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世界農業遺産 第２回 国東半島を望むスダシイ原生林 小城山を歩こう
開催日

11月25日㈰

コース Ａコース（２km）
Ｂコース（７km）
参加費 1,000円
（昼食と保険料を含む）
問 小城里山を守る会事務局

Ａコース
Ｂコース
出発 Ａコース
Ｂコース
集合

宝命寺
椿八幡神社
午前10時
午前９時

成原 昭雄 ☎080-6424-1363

国東高校 秋の園芸フェア
開催日時
場
所
目玉商品

11月22日㈭

午前９時～
国東高等学校 農場
タマネギ苗・シクラメン

問 国東高等学校 ☎0978-72-1325

買物支援シンポジウム
日
時 11月22日㈭ 午後２時～４時
場
所 国東市役所 本庁４階 委員会室
定
員 150名程度
参加料金 無料
（ただし、前日までに申し込みが必要）
少子高齢・人口減少の進んでいる国東市では、市
よ
内全域で地域の支え合い活動を応援する会
“寄ろ
え
う会”
を立ち上げました。そして、買物支援の具
体的な取組に向けて、モデル事業を通じた買物支

モデル地区紹介
よ

え

第２回寄ろう会で買物支援事業モデル地
区の募集を行いました。豊崎地区（国東
町）と竹田津地区（国見町）
、上国崎地
区（国東町）の３地区より「やってみた
い！」との声をいただきました。シンポ
ジウムでモデル地区の実践報告を予定し
ています。よろしくお願いします。

援のあり方について具体的に検討するシンポジウ
ムを開催しますので、ぜひ参加してください。
申・問 高齢者支援課

☎0978-72-5189

豊崎

竹田津

上国崎

地域消費者フォーラム
（国東会場）
日
場
講

時 12月５日㈬ 午前10時～正午
所 アストくにさき マルチホール（入場無料）
師 日本銀行大分支店長 森 毅氏

ネットショッピング、電子マネー、仮想通貨、消費税アップなど、消費者をとりまく環境は常に
めまぐるしく変化している中、一緒に、暮らしとお金のあり方について考えてみませんか。
問 大分県消費団体連絡協議会 ☎097-527-4056
24

