1
日 曜日

主な行事やお知らせの内容
1/ 10 (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
11 (土) 梅園ウォーク
午前8時30分集合 安岐総合支所
どんど焼き
午後6時 安岐川河川敷
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
12 (日) 国東市消防団出初式
午前9時 国東陸上競技場
からす市
午前9時～午後4時 西小川商店街
国見町ふれあいマラソン大会 午前10時 みんなんかん周辺
国東市10マイルロードレース大会 午前10時30分 旧豊崎小学校前スタート
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
13 (月) からす市
午前9時～午後4時 西小川商店街
(火)
こころの相談
14
午後1時30分～2時30分 東部保健所国東保健部
市民病院巡回診療
午後1時30分 中野公民館
成人の日の振替で図書館休館
15 (水) 市民病院巡回診療 午後1時30分 竹田津地区公民館
16 (木) 国東市市政バスツアー 午前9時20分 アストくにさき
大分県行政書士会杵築支部無料相談 午後1時～3時 武蔵中央公民館
ガンサロン「まりまり」 午後2時～午後4時 国東市民病院
18 (土) 出張！ゴルゴ塾「命の授業」 午後2時 武蔵セントラルホール
武蔵図書館おはなしのへや
午後3時 武蔵図書館
19 (日) 向陽祭
午前9時 南安岐地区公民館
普通救命定期講習会
午前9時 消防本部
(月)
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
20
22 (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
身になる人権講座
午後6時 アストくにさき
にこにこ子育て広場
午前10時 国東保健センター
にこにこ子育て広場
午前10時 安岐保健センター
武蔵図書館おはなしのへや 午後3時30分 武蔵図書館
23 (木) 精神障がい者国東フォーラムinむさし 午後1時20分 武蔵保健福祉センター
24 (金) 総合労働相談会 午後1時～午後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
「東西不動トレイル」午前9時30分 国見町千燈 尻付岩屋
25 (土) K-1
成仏寺 修正鬼会
午後3時 成仏寺
国東市食と健康講演会
午前10時 アストくにさき
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 (日) 国東市駅伝競走大会 午前11時 伊美小学校前スタート
27 (月) 消費者生活出張相談 午前10時～正午 武蔵中央公民館
29 (水) 教育の里づくりの集い 午後1時30分 アストくにさき
市民病院巡回診療 午後1時30分 竹田津地区公民館
愛育学級
午前10時 ピノキオルーム
蔵書点検のため国見図書館のみ休館
30 (木) まちづくり講演会・男女共同参画講演会 午後2時 アストくにさき
蔵書点検のため国見図書館のみ休館
31 (金) 資料整理日のため図書館休館
2/ 1 (土) 国見町人権フェスティバル 午前9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
2 (日) 九州プロレス大分県国東市大会 午後2時 アストくにさき
4 (火) 障がい者福祉相談 午後1時30分～3時 みんなんかん
5 (水) 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
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
8 (土) くにさき生涯学習フェスタ 午前10時 アストくにさき
9 (日) 高木美保講演会
午後3時 みんなんかん
住民健診
午前8時 アストくにさき

※毎週月曜日は図書館休館日
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冬

月の行事
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第5回 身になる人権講座
日
時
1月22日
（水） 午後6時～午後7時30分

テ ー マ
多様性を認め合える社会に
（仮）
講
師
竹田市地域おこし協力隊 奥 結香 さん
☎0978－72－2121

精神障がい者国東フォーラムinむさし
（参加無料・グループワークのみ要事前申込）
日
時
1月23日
（木） 午後1時20分～午後4時5分

1 月 18 日（土）

●入場券500円
（前売・当日）

開場：午後1時30分／開演：午後2時
場 所 武蔵セントラルホール

●高校生以下無料
（入場整理券が必要です）

入場券販売中です

国東市教育委員会
主 催 国東市、
問 社会教育課武蔵分室

☎0978-68-0094

九州プロレス 国東市大会

国東を元気にするケン！！

ＮＰＯ法人九州プロレス所属のレスラーが国東市で熱い試合を繰り広げます。
武蔵町出身のプロレスラー、藤波辰爾さんの凱旋試合が実現！
日 時

2 月 2 日（日）

入場無料（整理券配布なし）

開場：午後1時30分／開始：午後2時

※定員に達した場合、
入場できない
ことがあります。

場 所 アストくにさき アグリホール

ワークショップ
（午前9時30分～）
同 日 開 催 食のイベント、

場
所
武蔵保健福祉センター

試合前、
九州プロレスによる、
ちびっ子プロレス教室
（午後2時～）

内
容
医療法人河村クリニック作業療法士
八谷 隆之氏の講演
DVD上映、
グループワーク
問

命の授業

お笑いコンビTIMのゴルゴ松本氏による熱のこもった講演会です。
日 時

会
場
アストくにさき マルチホール

問 社会教育課

出張！ゴルゴ塾

福祉課 障がい者支援係
☎0978－72－5164

主 催 NPO法人九州プロレス
問 社会教育課

国東市教育委員会
共 催 国東市、

☎0978-72-2121

高木 美保 講演会
日 時

演題「命わくわく田舎暮らし」

2 月 9 日（日）

開場：午後2時30分／開演：午後3時
場 所 国見生涯学習センター みんなんかんホール

令和元年度
国東市まちづくり講演会・
男女共同参画講演会
（入場無料・要事前申込） 河合

●高校生以下無料
（入場整理券が必要です）

入場券販売中です

国東市教育委員会
主 催 国東市、
問 社会教育課国見分室

☎0978-82-1115

雅司 氏

日
時
1月30日
（木） 午後2時～午後4時
場
所
アストくにさき アストホール
講
師
作家・ジャーナリスト
（人口減少対策総合研究所理事長）
河合 雅司 氏
演
題
「未来の年表 人口減少国東で起きること」
申 政策企画課 企画係
・
☎0978－72－5161
問

●入場券500円
（前売・当日）

高木 美保 さん
しゅじゅうお に え
しゅじょうお

鬼が舞い、
仏の里に春を呼ぶ 成仏寺 修正鬼会
日時 1月25日
（土） 場所 成仏寺
（国東町成仏）
15：00 昼の勤行 僧侶による勤行。
日
程
（
時
間
は
目
安
で
す
）

こうりと

18：30 垢離取り タイレシが川の水に体を浸して清める。
19：00 盃の儀

院主とタイレシが盃を交わして縁を結ぶ。
たいまつ

19：30 タイアゲ 松明に火がつけられ、
タイレシがかつぎ上げる。
20：30 夜の勤行 僧侶による勤行。
22：00 立 役

僧侶が香水棒を持ち舞う。
鈴鬼が登場。

23：00 鬼走り

荒鬼、
災払鬼、
鎮鬼が登場。
松明で参拝者を叩き、
無病息災の加持を行う。

あらおに

さいばらおに

しずめおに

その後、
鬼は地区の家々を巡り、
もてなしを受ける。
きごじゅ

夜明け前 鬼後咒
問 文化財課

寺に帰ってきて暴れまわる鬼に、
院主が鬼鎮めの餅をくわえさせると鬼がしずまる。
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☎0978-72-2677

