秋
グランプリ・コンサート2019
「大阪国際室内楽コンクール＆フェスタ」
の優勝団体による、
感動的なコンサートです。※小学生以上はご入場いただけます。
日 時

11 月 9 日（土）

開場：午後1時30分／開演：午後2時
場 所 アストくにさき アストホール
整理券配布中です

国東市教育委員会、
主 催 国東市、
公益財団法人日本室内楽振興財団

陸上自衛隊 第４音楽隊
オータムコンサート in アストくにさき

入場
無料

（入場整理券が必要です）
。

特別出演：むさしウインドハーモニー（合同演奏）
陸上自衛隊による、迫力の吹奏楽をお楽しみください。
日 時

11 月 16 日（土）
開場：午後1時30分／開演：午後2時

場 所 アストくにさき

アストホール

整理券配布開始日：9月18日（水）

国東市教育委員会
主 催 国東市、
後 援 自衛隊家族会国東支部、

国東市議会防衛議員連盟

問 社会教育課

☎0978-72-2121

Run for the Dream ～国東の風にのって～
第20回記念 九州瀬戸内高等学校 女子駅伝競走大会
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29日（日）
に
開催します。今年度参加校44校と選抜7校の計51校による
熱戦が繰り広げられます。
市民のみなさまの温かいご声援を
お願いします。
日 時

9 月 29 日（日）開催

内 容【女子】
5 区間 21.0975km

▶スタート・・・・・午前10 時 30 分
（安岐総合支所前）
▶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
物の販売や飲食ブースの出店などが行われます。
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実施しますので、
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

☎0978-67-0155
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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
9/10 (火) 『Oita Starring Woman』地域カンファレンスin国東 午前10時 ベルコート
赤根善神王祭り
午後7時30分 国見町赤根 赤根社
市民病院巡回診療
午後1時30分 中野公民館
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
11 (水) 住民健診
午前8時 アストくにさき
にこにこ子育て広場・読み聞かせ 午前10時 国東保健センター
市民病院巡回診療 午後1時30分 竹田津地区公民館
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
武蔵図書館おはなしのへや 午後3時30分 武蔵図書館
13 (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
14 (土) 国見図書館おはなしひろば 午前10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
(月)
住民健診
16
午前8時 アストくにさき
17 (火) 敬老の日の振替のため図書館休館
18 (水) 愛育学級
午前10時 ピノキオルーム
にこにこ子育て広場・タッチケア 午前10時 安岐保健センター
19 (木) にこにこ子育て広場 午前10時 武蔵保健福祉センター
行政書士会無料相談 午後1時～3時 武蔵中央公民館
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
20 (金) 住民健診
午前8時 安岐保健センター
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
21 (土) 梅園ウォーク（向陽台～小城観音） 午前8時30分集合 安岐総合支所
第1回ペアレント・プログラム 午前10時～11時 いきいきっ子クラブ
武蔵図書館おはなしのへや
午後3時 武蔵図書館
(月)
住民健診
23
午前8時 国東市安岐体育館
24 (火) 住民健診
午前8時 安岐保健センター
消費者生活出張相談
午後1時～3時 みんなんかん
秋分の日の振替のため図書館休館
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
(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
27
資料整理のため図書館休館
28 (土) 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
29 (日) 九州瀬戸内高等学校女子駅伝競走大会 午前10時30分 安岐総合支所
くにさき開運Kトラ市 午前10時 安岐コミュニティ広場
10/1 (火) 障がい者福祉相談
午後1時30分～3時 みんなんかん
2 (水) にこにこ子育て広場
午前10時 国東保健センター
3 (木) にこにこ子育て広場 午前10時 武蔵保健福祉センター
5 (土) くにさきアートフェスタ2019「世界農業遺産と現代アートの融合」 午後2時 成仏プロジェクト周辺
第2回ペアレント・プログラム 午前10時～11時 いきいきっ子クラブ
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) くにさきアートフェスタ2019「片岡鶴太郎さんの創作活動に触れながら芸術を楽しもう」 午前9時 伊美ギャラリー通り周辺
岐部子供獅子舞
正午 国見町岐部 岐部神社
赤ちゃん相撲
午後5時 国見町竹田津 武多都社
8 (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
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
9 (水) 市民病院巡回診療 午後1時30分 竹田津地区公民館
アストくにさき
行政相談
午前10時～正午
武蔵中央公民館
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
※毎週月曜日は図書館休館日

赤根善神王祭り
長さ約10メートルもの大松明を、
何十本もの長い
竹竿で支えながら突き起こす場面が見どころ。
日
時
9月10日
（火） 午後7時30分～
（神事は午後5時より）
場
所
赤根社
（国見町赤根）

問 文化財課

☎0978-72-2677

岐部子供獅子舞
獅子と鬼の装いをした子どもたちが、
五穀豊穣や
家内安全を祈願して元気な舞いを披露します。
日
時
10月6日
（日） 正午～
場
所
岐部神社
（国見町岐部）

25 (水) 市民病院巡回診療
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問 文化財課

☎0978-72-2677

こころの相談
大分県東部保健所国東保健部では、
うつ病や自
殺などの心の問題を抱える方が、
精神科医師に
相談できる精神保健福祉相談を下記のとおり実
施します。
日
時
10月8日（火） 午後1時30～午後2時30分
※10月4日
（金）
までに必ず予約をお願いします。

場
所
大分県東部保健所国東保健部
相談室
（国東市国東町安国寺786-1）
予 大分県東部保健所国東保健部 地域保健課
・
☎0978－72－1127
問

