月の行事カレンダー

日 曜日

主な行事やお知らせの内容

7/10 日 くにさき図書館 おはなし会 午前１０時３０分,くにさき図書館
11

月 図書館休館日

12

火

13

水 武蔵図書館 おはなしのへや 午後３時３０分,武蔵図書館
行政相談 午前１０時～正午,国見町 みんなんかん 第２学習室
安岐町 安岐総合支所 ２０２会議室

14

木 にこにこ子育て広場（タッチケア教室） 午前１０時,武蔵保健福祉センター
法律相談 午後１時３０分～午後４時３０分,アストくにさき 小会議室

国東市合併10周年記念イベント

西本智実＆イルミナート
フィルハーモニーオーケストラ
コンサート＆公開リハーサル
[公開リハーサル]

16

土 武蔵図書館 おはなしのへや

17

日 マリンピア祭り

18

月 図書館休館日

19

火 図書館休館日

会場

水 ホーヤク祭

主催

午後４時,国東町横手 高良地区

にこにこ子育て広場

午前１０時,安岐保健センター

市民病院巡回診療 午後１時３０分～,竹田津改善センター
21

木 法律相談 午後１時３０分～午後４時３０分,アストくにさき 小会議室

22

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

23

土 くにさき図書館 おはなし会 午後２時,くにさき図書館

24

日 吉弘楽

25

チケット料金

問

会場

火

料金

27

水 武蔵図書館 おはなしのへや 午後２時,武蔵図書館

主催

28

木 法律相談 午後１時３０分～午後４時３０分,アストくにさき 小会議室

問

市民病院巡回診療 午後１時３０分～,長野地区改善センター
29

金 資料整理日のため図書館休館日
離乳食教室

午前１０時,国東保健センター

30

土 小川見立細工＆夏祭り 午後６時,安岐町 小川商店街

31

日 小川見立細工＆夏祭り 午後６時,安岐町 小川商店街
桜八幡社夏越大祭 午後５時,国東町鶴川 今在家地区
第 6回龍神サマーフェスティバル 午前９時３０分,武蔵町 龍神海水浴場

8/1 月 図書館休館日
2

火 川舟祭

午後７時,安岐町 安岐港～下原商店街

離乳食教室

午前１０時,武蔵保健福祉センター

3

水 市民病院巡回診療 午後１時３０分～,竹田津改善センター

4

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

金

6

土 武蔵図書館 おはなしのへや 午前１０時３０分,武蔵図書館

7

日 第 31回大権現祭 午後６時,国見町 国見Ｂ＆Ｇ海洋センター
「はなちゃんのみそ汁」上映会＆講演会 午後1時 30 分,アストくにさき
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8

月 図書館休館日

9

火

日時

場
7月24日(日)
①午前10時 ②午後2時

市指定無形民俗文化財

消費生活出張相談を開催します
訪問販売・電話勧誘販売などのトラブルでお困りの方は、
ご相談ください。相談員がお受けします

7月25日（月）10：00〜12：00
場 所 国東市役所 武蔵総合支所第2庁舎 2階中会議室
問 国東市消費生活センター
（国東市役所 2 階 活力創生課内）
☎0978-72-5183
開催日

ボディー・セノグラフィー
心と身体の《景》を見つめる
7月9日（土）
第1セッション10:30〜12:00
第2セッション14:00〜15:30
会 場 弥生のムラ 国東市歴史体験学習館
定 員 15 名
講 師 スティーブン・コーヘン
用意していただくもの アクセサリーや靴など
参加費 無料
問 申 大分県立美術館 ☎097-533-4500
日時

所

武蔵町吉広 楽庭八幡社

日時

8月2日(火) 午後7時

場所

観光課 ☎0978-72-5168

安岐町 安岐港〜下原商店街

田深天満社お練り
毛槍や鉾を担いだ約
50人の武者たちの古
式ゆかしい大 名行列
が 地 区内を練り歩き
ます。
日時
場所

7月25日(月) 午後4時
国東町田深地区

桜八幡社夏越大祭
7/30(土）
午後7時から
宵祭りで 夜市が 行わ
れます。31日（日）の
大祭は浦安の舞等が
あり、お神輿 3基が回
ります。
日時
場所

7月31日(日) 午後5時
国東町鶴川 今在家地区

観光課 ☎0978-72-5168

お 祭 り編
マリンピア祭り
クルーザーでのクルージング体験、
ヨットでのセーリング、魚のつかみ
捕り、マリンスポーツ体験など海を
楽しめるイベントがたくさんあり
ます。
日時
場所

7月17日（日）午前9時
武蔵町糸原 マリンピアむさし

マリンピアむさし ☎0978-69-0165

小川見立細工＆七夕飾り
展示は 7/30
（土）から2日間。30日
（土）
と、31日
（日）
夜は、岩尾剛ワン
マンショーやミモザベリーダンス、
大ビンゴ大会、たくさんの出店もあ
ります。
日時
場所

7月30日（土）〜7月31日（日）午後6時
安岐町 小川商店街

商工会安岐支所 ☎0978-67-0559

第6回龍神サマーフェスティバル

第31回大権現祭

メインのバンドコンテストは高校生・一般
の出演団体募集中。その他宝探し・ビーチフ
ラッグス・カヌー教室・ソーメン流しなど。
「ラ
ララさ吉くん」
を歌う桜井響子さんも出演。

大道芸・カラオケ、ダンスなどのス
テージや多数の屋台。海に映える
色鮮やかな花火も必見。昼には海
上ゴザ走り大会も開催。

日時
場所

7月31日(日) 午前9時30分
武蔵町 龍神海水浴場

龍神プロジェクト(有次) ☎090-8835-2533
2016.7

7月24日(日) 午前11時
武蔵町 古市地区

観光課 ☎0978-72-5168

旧暦6月30日に住吉社の夏祭「川舟祭」が海上の
交通安全、大漁、商売繁盛を祈願し行われます。
江戸時代より伝えられているこの祭りは第1船
から第7船までの船が河口から次々と上り、上陸
後、毛槍練を先頭に神幸行列が行われます。古式
にのっとった毛槍の口説きと練りは、情緒豊か
な伝統行事を感じさせてくれます。

アストくにさき アストホール
（整理券が必要です） ※7月6日
無料
（水）
から整理券配布開始
国東市・国東市教育委員会

国東市教育委員会 社会教育課 ☎0978-72-2121

日時

観光課 ☎0978-72-5168

文化財課 ☎0978-72-2677

川舟祭

（助産師・思春期保健相談士）
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国東町横手 高良地区

吉弘楽は武蔵町吉広の楽庭社で毎年7月の第4日
曜日に行われます。
伝承では、
南北朝時代に豊後国
守護であった大友氏の家臣吉弘正賢が戦勝、五穀
豊穣を祈願して始まったとされています。各地で
行われていた楽打ちは、
多くが途絶えたものの、
吉
弘楽は吉広地区の吉弘楽保存会が中心となり地
域をあげて伝統文化財の継承を実施しています。

内田 美智子 さん

消費生活出張相談 午前１０時～正午,武蔵総合支所第２庁舎 ２階中会議室

場所

吉弘楽

（
「はなちゃんのみそ汁」
監督・脚本）

午後４時,国東町 田深地区

図書館休館日

7月20日(水) 午後4時

国指定無形民俗文化財

「はなちゃんのみそ汁」上映会＆講演会

午前１
１時,武蔵町 古市地区

月 田深天満社お練り

日時

アストくにさき アストホール
国東市・国東市教育委員会

平成28年8月7日
（日）開場 午後1時
上映会 午後1時30分〜午後3時28分
講演会 午後3時40分〜午後4時30分
講演内容『食育について＆撮影秘話』
ゲスト 阿久根 知昭 さん

水掛祭り
神輿に水をかけなが
ら、古市の各戸をまわ
る全 国 的にも珍しい
祭り。
場所

国東市教育委員会 社会教育課 ☎0978-72-2121

日時

文化財課 ☎0978-72-2677

旧暦6月17日の夏祭りの別名を「ホーヤク祭」と
いいます。五穀豊穣、無病息災、安産祈願を願い、
公民館に集まりお供え用のだんごを作ります。
「ホーヤク祭」とは、農耕と性器信仰との結びつ
きが残ったものとも考えられます。

日時

午前１０時、午後２時,武蔵町吉広 楽庭八幡社

水掛祭り

ホーヤク祭

[コンサート]

金 市民病院巡回診療 午後１時３０分～,中野公民館

20

市指定無形民俗文化財

後半戦は、
市報くにさき8月号に掲載を予定しています。
また、この他にもいろいろなイベントがありますので、
詳しくは、国東市・国東市観光協会のホームページを
ご覧ください。

前 半 戦

伝統行事 編

平成28年10月14日（金）開演16:00〜
チケット料金 一律1，
000円（全席自由）※2 階席のみを一般公開
チケット発売日 平成28年8月22日
（月）〜

15

午前９時,マリンピアむさし

夏のイベント情報

日時

平成28年10月15日（土）開演14:00〜
一律3，000円（全席自由）
チケット発売日 ・市内在住者限定先行販売
平成28年8月1日（月）〜
・一斉販売（市外在住者を含む）
平成28年8月22日（月）〜

午後３時,武蔵図書館

Ⓒ塩澤秀樹

市内 のイベント情報

7

日時
場所

8月7日(日) 午後6時
国見町 国見B&G海洋センター

商工会国見支所 ☎0978-82-0147
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