
日 曜日 主な行事やお知らせの内容

12
月の行事
　カレンダー

※毎週月曜日と12月29日～1月3日は図書館休館日

12/

1/

龍神年越し竹あかり龍神年越し竹あかり 大分空港
初日の出鑑賞会
大分空港
初日の出鑑賞会日時 12月31日（火）

 午後11時～
 元旦 午前2時

日時 12月31日（火）
 午後11時～
 元旦 午前2時

日時 令和2年1月1日（水）
 午前6時30分～
日時 令和2年1月1日（水）
 午前6時30分～

場所 白石神社（武蔵町内田）場所 白石神社（武蔵町内田）

弥生のムラ 七日正月弥生のムラ 七日正月

～新春の国東路　国見町の東不動、西不動界隈を初詣（千燈寺・旧千燈寺・五辻不動）と

　　　　　　　 瀬戸内海国立公園の大不動岩屋の岩峰群を歩く～

～新春の国東路　国見町の東不動、西不動界隈を初詣（千燈寺・旧千燈寺・五辻不動）と

　　　　　　　 瀬戸内海国立公園の大不動岩屋の岩峰群を歩く～

文殊仙寺　ちえ粥文殊仙寺　ちえ粥
日時 令和2年

 1月5日（日）
 午前9時～

日時 令和2年

 1月5日（日）
 午前9時～

日　時 　令和2年1月25日（土）午前9時30分～日　時 　令和2年1月25日（土）午前9時30分～

参加費　1，000円（尻付岩屋現地集合。昼食なし）／4，300円（大分駅・別府駅・杵築駅発バス乗車。昼食付） 参加費　1，000円（尻付岩屋現地集合。昼食なし）／4，300円（大分駅・別府駅・杵築駅発バス乗車。昼食付） 

コース　尻付岩屋（9：50スタート）→大不動岩屋－千燈寺－旧千燈寺－不動茶屋－五　不動（約9キロ）コース　尻付岩屋（9：50スタート）→大不動岩屋－千燈寺－旧千燈寺－不動茶屋－五　不動（約9キロ）

日時 令和2年1月2日（木）午前10時～日時 令和2年1月2日（木）午前10時～

場所 弥生のムラ
 国東市歴史体験学習館
場所 弥生のムラ
 国東市歴史体験学習館

場所 文殊仙寺（国東町大恩寺）場所 文殊仙寺（国東町大恩寺）

内容 　9時～11時 お正月遊びを楽しもう

 12時～13時 新年無病息災を願って、
  七草粥のおふるまい

内容 　9時～11時 お正月遊びを楽しもう

 12時～13時 新年無病息災を願って、
  七草粥のおふるまい

場所 大分空港 3階展望デッキ場所 大分空港 3階展望デッキ

国東市観光協会　☎0978-72-5168申・問

景観の重要性と国東市の景観についての講演
と、パネルディスカッションを行います。

大分大学名誉教授　佐藤　誠治 氏
「国東の時間・空間・景観」

年末年始のイベント情報年末年始のイベント情報

龍神プロジェクト（有次さん）
☎090-8835-2533

問問

弥生のムラ　☎0978-72-2677問 文殊仙寺　☎0978-74-0820問

大分航空ターミナル
☎0978-67-2015

問おんどが旭日ＳＵＮ（大谷さん）
☎090-2503-8451

問

冬
日 　 時日 　 時

12月14日（土）　午後2時30分～午後5時

国東市景観フォーラム

アストくにさき　アストホール

会 　 場会 　 場

【基調講演】

（パネラー）
・清原　正義 氏
  （世界農業遺産旭日プロジェクト事務局長）
・今冨　正幸 氏
  （前国東市商工会青年部長・今冨建築代表）
・林　　浩昭 氏
  （国東半島宇佐地域世界農業遺産推進協議会長）
・姫野　由香 氏
  （大分大学理工学部助教・大分県景観アドバイザー）
・寺田　豪淳 氏（両子寺法嗣・メッセージ参加）
（コーディネータ）
・佐藤　誠治 氏（大分大学名誉教授）

【パネルディスカッション】

内 　 容内 　 容

国東市消防本部 警防課 警防係
 ☎0978‐72‐1177

問

政策企画課 景観・都市推進室
 ☎0978‐72‐5161

問

日 　 時日 　 時

令和2年1月19日（日）　午前9時～12時

普通救命定期講習会

普通救命講習（心肺蘇生・ＡＥＤなど）

内 　 容内 　 容

国東市消防本部2階多目的ホール

場 　 所場 　 所

令和2年1月13日（月）

応 募 締 切 日応 募 締 切 日

5～10名程度

募 集 人 数募 集 人 数

　約1000本の竹灯籠の優しい明か

りを楽しみながら、新年を迎えるイ

ベントです。例年甘酒などの温かな

おもてなしがあります。

　大分県の玄関口「大分空港」で行

われる初日の出鑑賞イベント。温か

い飲み物と「大分空港開運グッズ」

を先着200名にプレゼント。

おんどが旭日SUN
初日の出鑑賞会
おんどが旭日SUN
初日の出鑑賞会

日時 令和2年1月1日（水）
 午前6時～
場所 重藤海岸（国東町重藤）
　ご来光を浴び、新しい年の無病

息災を祈願します。来場者に「あさ

ひ鍋（豚汁）」のふるまいと、先着

200名に宝くじを配布。

　知恵の水と、うま

味たっぷりの椎茸

で炊き上げた「ちえ

粥」が参拝者にふる

まわれます。（干支置物作り、わら鶴作り、羽子板作り、凧作りなど）

申込不要
参加費無料

なのかしょうがつなのかしょうがつ がゆがゆ

辻辻

※ガイド付き

要申込

武蔵町人権フェスティバル

武蔵図書館おはなしのへや

安岐町人権フェスティバル

桜井響子10周年記念コンサート

おはなし会・ミニミニ講座

障がい者福祉相談

こころの相談

市民病院巡回診療

行政相談

民事・家事手続き出張相談

武蔵図書館おはなしのへや

国東市市政バスツアー

離乳食教室

国見図書館おはなしひろば

み仏の里梅園ウォーク

国東市景観フォーラム

第6回ペアレント・プログラム

国見図書館ミニクリスマス会

安岐図書館クリスマス会

菜の花カップマラソン大会

障がい者福祉相談

愛育学級・離乳食教室

にこにこ子育て広場

市民病院巡回診療

大分県行政書士会杵築支部無料相談

武蔵図書館おはなしのへや

くにさき図書館クリスマス会

くにさき半島地域成年後見支援センター相談会

障がい者福祉相談

消費者生活出張相談

大分県よろず支援拠点「国東市出張相談会」

にこにこ子育て広場

武蔵図書館おはなしのへや

資料整理日のため図書館休館

龍神年越し竹あかり

おんどが旭日SUN初日の出観賞会

大分空港初日の出観賞会

文殊仙寺　智恵がゆ

武蔵図書館おはなしのへや

弥生のムラの七日正月

国東半島書き初め大会

離乳食教室

行政相談

民事・家事手続き出張相談

にこにこ子育て広場タッチケア

午前9時　武蔵セントラルホール

午前10時30分　武蔵図書館

午前9時30分　安岐総合支所

午後1時 アストくにさき

午前10時30分 くにさき図書館

午後1時30分～3時　アストくにさき

午後1時30分～2時30分　東部保健所国東保健部

午後1時30分　中野公民館

午前10時～正午
　アストくにさき

 武蔵中央公民館

午前9時30分～午後3時30分　国東老人憩の家

午後3時30分　武蔵図書館

 午前9時　安岐総合支所

午前10時　国東保健センター

午前9時30分　熊毛幼稚園・保育所

午前8時30分集合　安岐総合支所

午後2時30分　アストくにさき

午前10時～11時　いきいきっ子クラブ

午前10時30分　国見図書館

午前10時30分　安岐図書館

午前8時受付　武蔵東小学校体育館

午後1時30分～3時　隣保館

午前10時　ピノキオルーム

午前10時　安岐保健センター

午後1時30分　竹田津地区公民館

午後1時～3時　安岐中央公民館

午後3時　武蔵図書館

午後2時　くにさき図書館

午後1時30分～3時　アストくにさき

午後1時30分～3時　安岐総合支所

午前10時～正午　みんなんかん

午前10時～午後4時　国東市役所208会議室

午前10時　国東保健センター

午後3時30分　武蔵図書館

午後11時　武蔵町内田 白石神社

午前6時　国東町重藤海岸

午前6時30分　大分空港

 午前10時　国東町大恩寺 文殊仙寺

午前10時30分　武蔵図書館

午前9時 弥生のムラ 国東市歴史体験学習館

午前9時10分 武蔵中央公民館/武蔵東小学校

午前10時 武蔵保健福祉センター

午前10時～正午
 みんなんかん

安岐総合支所

午前9時30分～午後3時30分　国東老人憩の家

午前10時　武蔵保健福祉センター
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日本歴史の道100選「峯入りの道」選定記念
K-1「東西不動トレイル」
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