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日 曜日 主な行事やお知らせの内容

2
月の行事
　カレンダー

※毎週月曜日は図書館休館日

2/

3/

日　時　2月16日（日）　午後1時30分（午後1時開場）～午後3時30分

日　時　2月23日（日）
 午前9時～午後1時

場　所　アストくにさき アストホール

日　時　3月29日（日）　午後1時（開場）　午後1時30分（開演）

会　場　アストくにさき アストホール

料　金　1,000円（高校生以下無料。ただし整理券が必要となります）

チケット販売開始日 市内先行販売 2月17日（月）
 一般販売　3月4日（水）

場　所　国東市歴史体験学習館
 弥生のムラ

文化財課　☎0978-72-2677問

小中学生の人権作文朗読、旭日小学校児童によ
る「まつり花笠太鼓」、玖珠町の「劇団一人ぼっち」
さんによる一人芝居など。

昨年6月に劇場公開された実写映画「アラジン」の上映と、劇中に登場するランプの
魔人・ジーニーの日本語吹き替えを担当した声優の山寺宏一さんのトークショーを開催します。

2月9日（日）2月9日（日）

武蔵町
丸小野地区
武蔵町
丸小野地区

市指定無形民俗文化財 修正鬼会の日程（時間は目安です）

【大会プログラム】

冬

弥生のムラ 年中行事

昔ながらの遊びで

　　楽しんでみませんか。

国東保健センター　☎0978-73-2450問

社会教育課　☎0978-72-2121問

文化財課（弥生のムラ）
☎0978-72-2677

問

日 　 時日 　 時

2月16日（日）　午前9時

むさしカルティバル2020

武蔵セントラルホール

場 　 所場 　 所

舞台発表、作品展示、抽選会、お茶席など。

内 　 容内 　 容

武蔵中央公民館 ☎0978-68-0094問

社会教育課 ☎0978-72-2121問

日 　 時日 　 時

2月29日（土）
午前9時30分（講演は午前10時30分より）

第１１回 国東町人権フェスティバル
（入場無料）

アストくにさき アストホール

会 　 場会 　 場

内 　 容内 　 容

午後6時

午後6時30分

午後6時45分頃

午後7時

午後7時20分

午後6時

午後6時30分

午後6時45分頃

午後7時

午後7時20分

準備

垢離取り

盃の儀

タイアゲ

米華

こうりと

まいけ

準備

垢離取り

盃の儀

タイアゲ

米華

準備

垢離取り

盃の儀

タイアゲ

米華

準備

垢離取り

盃の儀

タイアゲ

米華

こうりと

まいけまいけまいけ

※会場が座本の家から山中の稲荷様に移動

座本の家の庭で、鬼役の子どもたちが
装束を身にまといます。

鬼役の子どもたちが
川の水で身を清めます。

鬼と院主（僧侶）が盃を交わし、
鬼会の無事を祈ります。

松明に火がつけられ、
タイレと鬼がかつぎあげます。

鬼の立ち役が始まります（約40分）。

午後1時30分 「さ吉くんで元気！！健康チャレンジ」表彰式

午後1時50分 健康づくり体験発表会

午後2時30分 特別講演「脳もいきいき、心もワクワク、音楽のちからで健康生活♪」
 講師：ＭＨＳ音わか　佐藤　佑子 先生（音楽療法士）

【ものづくり体験】
（午前9時～11時）

ひな飾り作り

【お茶席体験】
（午前10時～12時）

※100席限定

【高床住居見学会】
（午前11時30分～12時）

【おふるまい】（12時頃）

甘酒、ひなぽっこん、石がまピザ
※なくなり次第終了します

【流し雛】 （午前11時30分～12時）

流し雛を流して、

１年の健康を祈りましょう！

※市内在住者を販売対象とします。

※市内先行販売にてチケットが

　完売した場合は、一般販売はありません。

参加企業26社を予定。新卒者・一般求職者向
け「就職説明会の部」と高校生・保護者向け「企
業説明会の部」の2部構成です。移住定住相談
コーナーもあります。

日 　 時日 　 時

2月22日（土）　午前10時～午後4時

アストくにさき アグリホール

場 　 所場 　 所

内 　 容内 　 容

活力創生課 商工労政係
 ☎0978-72-5183

問

国東市 企業合同就職説明会
（参加無料・申込不要）

小城観音春季大祭

高木美保講演会

丸小野子供修正鬼会

住民健診

くにさき図書館おはなし会・ミニミニ講座

建国記念の日のため図書館休館

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

大分県の労働110番

離乳食教室

国見図書館おはなしひろば

武蔵図書館おはなしのへや

むさしカルティバル2020

東国東地域健康づくり推進大会

市民病院巡回診療

障がい者福祉相談

こころの相談

くにさき半島地域成年後見支援センター相談会

愛育学級

にこにこ子育て広場

大分県行政書士会杵築支部無料相談

県内一周大分合同駅伝競走大会（国東市通過）

国東市企業合同就職説明会

くにさき図書館おはなし会・ミニミニ講座

弥生のムラ雛節句

武蔵西小学校閉校記念式典

梅園の里梅まつり

消費者生活出張相談

障がい者福祉相談

蔵書点検のためくにさき図書館のみ休館（28日まで）

大分県よろず支援拠点「国東市出張相談会」

市民病院巡回診療

武蔵図書館おはなしのへや

国見図書館おはなしひろば

資料整理日のため図書館休館

K-3「六郷満山 成仏谷のピザトレイル」

国東町人権フェスティバル

梅園の里梅まつり

両子寺初午大祭

にこにこ子育て広場

武蔵図書館おはなしのへや

伊美・櫛来おどろき世界農業遺産コースウォーキング

午前10時　武蔵町 小城観音

午後3時　みんなんかん

午後6時　武蔵町丸小野

午前8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　竹田津地区公民館

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11時　アストくにさき

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

午後3時　武蔵図書館

午前9時　武蔵セントラルホール

午後1時30分　アストくにさき

午後1時30分　中野公民館

午後1時30分～3時　隣保館

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～3時　アストくにさき

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～3時　アストくにさき

午前10時～午後4時　アストくにさき

午後2時　くにさき図書館

午前9時　弥生のムラ

午前9時　武蔵西小学校

午前10時　梅園の里

午前10時～正午　安岐総合支所

午後1時30分～3時　安岐総合支所

午前10時～午後4時　国東市役所208会議室

午後1時30分　竹田津地区公民館

午後3時30分　武蔵図書館

午前9時30分　竹田津幼稚園・保育所

 

午前9時30分　文殊仙寺

午前9時30分　アストくにさき

午前10時　梅園の里

午前10時　安岐町 両子寺

午前10時　国東保健センター

午前10時30分　武蔵図書館

午前8時30分集合　国見B&G海洋センター
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丸小野子供修正鬼会

雛節句

東国東地域 健康づくり推進大会

映画「アラジン」 上映会＆山寺宏一トークショー

～つながろう地域 伸ばそう健康寿命～
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