夏

後

夏のイベントの様子は、
市報くにさき9月号にまとめて
掲載予定です。

半

第46回 むさし夏の夜まつり
8月15日（木）雨天時17日（土）午後4時30分
武蔵町古市 武蔵港
会場では多数の露店が出店し、
懸賞盆踊り大会も開催
されます。
3000発の花火が、
国東の夏の夜空を彩ります。
問 国東市商工会武蔵支所

☎0978-68-0485

第31回 川遊びフェスティバル
8月16日（金）午前10時30分
安岐町中園 安岐川河川敷
鮎のつかみ捕り大会や輪投げ大会、かき氷早食い競争
など、親子で楽しめるイベントです。中学生以上500円、
小学生以下無料。
問 安岐川を素足で歩く会
（徳部さん） ☎0978-67-1888

富来開運 夕涼み夏祭り

ギャラリー夜市

2019空の日in大分空港

8月12（月）午後5時30分
国東町富来浦 富来港入口
富来開運橋・
願い 橋 前を
歩行 者天国
にして 行 わ
れる夏祭り。
中学生による富来ソーランや、
各
種ステージイベントが披露され
ます。

8月14
（水）午後5時
国見町伊美 ギャラリー通り
くに み ギャ
ラリー通りを
歩行 者天国
にした 会 場
に、
にぎやか
な夜店が立ち並びます。
野外コ
ンサートや供養踊りなども実施。

9月7
（土）午前10時
大分空港内特設会場
子ども制服
撮影会や、
機用品販売
な ど の イベ
ントが 開 催
され ます 。人 気 の 場 内 バ スツ
アーと折り紙ヒコーキ教室
（要事
前予約）
も予定。

問 富来ようなれ会（田吹さん）

☎090-4984-2894

問 国見ギャラリー通り

実行委員会（堀田さん）
☎090-7154-9046

くにさき古代祭り2019
日時

9月8日（日）午前9時～午後4時

場所

弥生のムラ

「古代に集い、古代を遊
び、古代に学ぶ」をテー
マにしたイベントで、古
代人の暮らしや学びを
無 料体 験 できます 。別
府大学エイサーなど、ステージイベントも盛りだ
くさん。

問 大分空港事務所

☎0978-67-3771

同 時開催

第9回 くにさきT-1グランプリ
時間

午前11時～午後2時

チケ
ット

1,000円（250円×4枚綴り）

（午前10時45分より会場にて販売します）

無料 火おこし、勾玉づくり、とんぼ玉づくり、
体験 弓矢体験など。

国東市内の人気店が一堂に会し、国東の特産
品を使ったアイデ ア
料理で競い合う、市内
最 大 の グルメイベン
ト 。み な さん の 投 票
で、第9代のチャンピ
オンが決定します。

問 弥生のムラ ☎0978-72-2677

問 国東市観光協会 ☎0978-72-5168

東部振興局駐車場、
市役所安国寺
旧市役所駐車場、
駐車場の 弥生のムラには駐車できませんので、
駐車場、
国東小学校グラウンドをご利用ください。
無料シャトルバスをご用意しています。
ご案内
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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
8/10 (土) 国見図書館おはなしひろば 午前9時30分 国見図書館
11 (日) 夏休み特別企画 キッズ修行体験 午前10時 文殊仙寺
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
12 (月) 富来開運夕涼み夏祭り
午後5時30分 富来港入口
13 (火) 市民病院巡回診療
午後1時30分 中野公民館
障がい者福祉相談 午後1時30分～3時 アストくにさき
14 (水) ギャラリー夜市
午後5時 くにみギャラリー通り
市民病院巡回診療 午後1時30分 竹田津地区公民館
武蔵図書館おはなしのへや 午後3時30分 武蔵図書館
(木)
国東市成人式
15
午前10時 アストくにさき
むさし夏の夜まつり
午後4時30分 武蔵港
行政書士会無料相談 午後1時～3時 安岐中央公民館
16 (金) 川遊びフェスティバル 午前10時30分 安岐川河川敷
17 (土) 絵本作家・萱間ふみさん来館イベント 午後2時 アストくにさき
18 (日) 科学の祭典大分大会in国東市 午前10時 アストくにさき
くにさき図書館 工作教室
午前11時 くにさき図書館
19 (月) 安岐図書館まつり
午後2時 安岐総合支所
住民健診
午前8時 上国崎体育館
20 (火) 住民健診
午前8時 旭日地区公民館
差別をなくす仏の里のつどい 午後2時～4時 アストくにさき
障がい者福祉相談
午後1時30分～3時 隣保館
こころの相談 午後1時30分～2時30分 東部保健所国東保健部
21 (水) 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
（離乳食教室）
午前10時 ピノキオルーム
アストくにさき
行政相談
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 アストくにさき
23 (金) 総合労働相談会 午後1時～4時 国東市役所206会議室
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
24 (土) 梅園ウォーク（無動寺～スパランド真玉） 午前8時30分集合 安岐総合支所
隣保館まつり
午前10時～午後3時 国東市隣保館
住民健診
午前8時 武蔵保健福祉センター
くにさき図書館おはなし会・ミニミニ講座 午後2時 くにさき図書館
26 (月) 住民健診
午前8時 南安岐地区公民館
消費者生活出張相談 午前10時～正午 安岐総合支所
27 (火) 住民健診
午前8時 旧朝来小学校体育館
障がい者福祉相談 午後1時30分～3時 安岐総合支所
28 (水) 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
30 (金) 資料整理のため図書館休館
2 (月) 住民健診
午前8時 安岐地区公民館
9/ 3 (火) 離乳食教室
午前10時 武蔵保健福祉センター
4 (水) スマイルボーリング大会 午後6時30分 安岐中央公民館体育館
6 (金) 住民健診
午前8時 安岐地区公民館
7 (土) 2019空の日in大分
午前10時～午後3時 大分空港
武蔵図書館おはなしのへや 午前10時30分 武蔵図書館
8 (日) くにさき古代祭り&T-1グランプリ 午前9時 弥生のムラ
9 (月) 住民健診
午前8時 西武蔵地区公民館
※毎週月曜日は図書館休館日

科学の祭典大分大会in国東市
実験や工作などの実体験を通して、科学に興
味関心を持ってもらうイベント。大分県下より
48のブースが出展。
入場無料。
日
時
8月18日
（日） 午前10時～午後4時30分
場
所
アストくにさき

問

第13回国東市隣保館まつり
ステージ発表、作品展示、体験教室、お茶席、人
権講演会（ヒューマンバンド「熱と光」
・宮﨑保
さん）
など。
模擬店も多数出店。
日
時
8月24日
（土） 午前10時～午後3時(小雨決行)
場
所
国東市隣保館（武蔵町古市）

問
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科学の祭典 in 国東 推進委員会
（臼井さん）
☎0978-72-2037

国東市隣保館まつり実行委員会
☎0978-68-1722

