夏

前

後半は、
市報くにさき8月号に掲載を予定し
ています。
また、
この他にもいろいろなイベ
ントがありますので、
詳しくは、
国東市・国東
市観光協会のホームページをご覧ください。

半

伝統行事

編

吉
弘
楽 川舟祭
7月28日（日）①午前10時 ②午後2時
武蔵町吉広 楽庭八幡社

7月31日（水）午後7時
安岐町下原 安岐港～下原商店街

天下泰平・五穀豊穣などを祈願し、49人の楽員が
兜・腰蓑・旗指物をつけて踊る、勇壮な楽打ちが行
われます。国指定重要無形民俗文化財。
問 文化財課

問 川舟保存会
（是松） ☎090-5742-2449

☎0978-72-2677

ホ
ー
ヤ
ク
7月19日（金）午後4時
国東町横手 高良公民館 祭
五穀豊穣・安産祈願など願い、
帝釈天
に男女の陰陽の形をした団子と供養踊
りを奉納します。
問

海上安全を祈願する、住吉社の伝統行事。炎が吹き上げる
船上から、男衆が川へ飛び込む姿は迫力満点。上陸後は、毛
槍練を先頭に神幸行列が行われます。

文化財課
☎0978-72-2677

毛槍や鉾
（ほこ）
を担いだ約50人の
武者たちによる、
古式ゆかしい大名
行列が田深地区を練り歩きます。

田
深
天
満
社
お
7月25日（木）午後4時
練
国東町田深 田深天満社 り
問

田深お練実行委員会（吉田）
☎0978-72-0674

お 祭り

水
掛
け
祭
り

7月28日（日）午前10時30分
武蔵町古市地区

神輿に水をかけながら、
古市地区の各
戸をまわり、
笹飾りを配る全国的にも
珍しいお祭りです。
問

観光課
☎0978-72-5168

編

第9回内田龍神
サマーフェスティバル
小川見立細工と夏祭り

第34回大権現祭

7月27日（土）～28日（日）午後5時 7月28日（日）午前9時
8月3日（土）午後6時30分
安岐町瀬戸田 小川商店街 武蔵町内田 内田龍神海水浴場 国見町伊美 B&G海洋センター駐車場
その年の出来事などを表現した見立
細工が、
商店街にずらりと並びます。
夜
はステージイベントやお楽しみ抽選会
などがあります。
問

観光課
☎0978-72-5168

国東市観光大使の桜井響子さんのミニ
ライブや、
バンドコンテスト、
カヌー教室、
ソーメン流しなどイベント盛りだくさん。
高校生以上300円
。
（中学生以下無料）
問

龍神プロジェクト
（有次）
☎090-8835-2533

国見町の夏の大イベントで、
多数の夜店
が出店。
海に映える色鮮やかな花火は
必見です。
昼は竹いかだクルージングなども開催。
問

商工会 国見支所
☎0978-82-0147
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7
日 曜日

月の行事
カレンダー
主な行事やお知らせの内容

7/10 (水) 第2回身になる人権講座 午後6時～7時30分 アストくにさきアグリホール
みんなんかん
行政相談
午前10時～正午
安岐総合支所
民事・家事手続き出張相談 午前9時30分～午後3時30分 国東老人憩の家
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
11 (木) にこにこ子育て広場・タッチケア 午前10時 武蔵保健福祉センター
12 (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
13 (土) 梅園ウォーク（並石ダム～天念寺）午前8時30分集合 安岐総合支所
両子の森プロジェクト下草刈り 午前8時30分 両子寺走水観音
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
14 (日) 第6回くにさきドリーム展 午前10時～午後3時 大分空港2階出発ロビー
くにさき図書館おはなし会・ミニミニ講座 午前10時30分 くにさき図書館
午前8時 アストくにさき
16 (火) 住民健診
海の日の振替のため図書館休館
午前8時 アストくにさき
17 (水) 住民健診
にこにこ子育て広場
午前10時 安岐保健センター
愛育学級
午前10時 ピノキオルーム
市民病院巡回診療
午後1時30分 竹田津地区公民館
午後1時～3時 みんなんかん
18 (木) 行政書士会無料相談
くにさき がんサロン「まりまり」午後2時～午後4時 国東市民病院
午後4時 国東町横手 高良公民館
19 (金) ホーヤク祭り
午後3時 武蔵図書館
20 (土) 武蔵図書館おはなしのへや
午前9時30分 市民病院
21 (日) 第11回市民病院祭
普通救命定期講習会 午前9時～正午 消防本部多目的ホール
22 (月) 消費生活出張相談 午前10時～正午 武蔵中央公民館
くにさき半島地域成年後見支援センター相談会 午後1時30分～3時 武蔵保健福祉センター
(水)
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208会議室
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武蔵図書館おはなしのへや 午後3時30分 武蔵図書館
第14回国東市ナイターソフトボール大会決勝大会（25日まで）午後7時 国東陸上競技場
午後4時 国東町田深天満社
25 (木) 田深天満社お練り
26 (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
午後5時 安岐町小川商店街
27 (土) 小川見立細工と夏祭り
図書館まつり
午後2時 アストくにさきマルチホール
28 (日) 第9回内田龍神サマーフェスティバル 午前9時 武蔵町内田龍神海水浴場
吉弘楽 午前10時・午後2時 武蔵町吉広 楽庭八幡社
水掛け祭り
午前10時30分 武蔵町古市地区
小川見立細工と夏祭り
午後5時 安岐町小川商店街
朗読劇「わが家の家族写真」
・
「1/3650」午後1時開場 アストくにさきアストホール
午前8時 武蔵保健福祉センター
29 (月) 住民健診
午前8時 武蔵保健福祉センター
30 (火) 住民健診
31 (水) 小中学生限定！国東市市政バスツアー 午前8時30分 国見総合支所
川舟祭
午後7時 安岐港～下原商店街
桜八幡社夏越大祭
午後3時 国東町鶴川 桜八幡社
住民健診
午前8時 武蔵保健福祉センター
市民病院巡回診療
午後1時30分 竹田津地区公民館
資料整理のため図書館休館
8/ 2 (金) 住民健診
午前8時 武蔵保健福祉センター
国見図書館・
工作教室
午前10時～正午 国見図書館
3 (土) 第34回大権現祭 午後6時30分 国見B&G海洋センター
住民健診
午前8時30分 みんなんかん
武蔵図書館おはなしのへや 午前10時30分 武蔵図書館
4 (日) 朗読劇「蝉なきやまず」午後2時30分開場 アストくにさきアストホール
6 (火) 障がい者福祉相談 午後1時30分～3時 みんなんかん
午前10時 国東保健センター
7 (水) にこにこ子育て広場
午前10時 国東保健センター
9 (金) 離乳食教室
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

※毎週月曜日は図書館休館日
23

2019.7

第2回身になる人権講座
講
師
宮本久美子先生
（別府発達医療センター）
演
題
子どもの特性に応じた支援の方法について
日
時
7月10日
（水） 午後6時～7時30分
場
所
アストくにさきアグリホール
問 社会教育課
☎0978-72-2121

第11回市民病院まつり
車いすアスリート・廣道純さん講演会、国東市
観光大使・桜井響子さんミニライブ、ステージ
イベント、
無料健康相談、
模擬店など。
日
時
7月21日
（日） 午前9時30分～午後3時30分
場
所
国東市民病院
問 国東市民病院 庶務課 ☎0978-67-1211

朗読劇公演
《国東演劇講座受講生による朗読劇》
演
目
「わが家の家族写真」
・
「1/3650」
日
時
7月28日
（日） 午後1時開場／午後2時開演

《大分演劇人有志による朗読劇》
演
目
「蝉なきやまず」
～大分の空襲より～
日
時
8月4日
（日） 午後2時30分開場／午後3時開演
場
所
アストくにさきアストホール
※いずれも入場無料ですが入場整理券が必要です。
問 社会教育課

☎0978-72-2121

