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8月15日㈫ 午後4時30分　※雨天時 17日㈭

武蔵町 武蔵港

商工会武蔵支所　☎0978-68-0485問

安岐川を素足で歩く会（徳部）☎0978-67-1888問

観光課　☎0978-72-5168問事務局　田吹 ☎090-4984-2894問

国見ギャラリー通り実行委員長
堀田一則 ☎090-7154-9046

問

観光課　☎0978-72-5168問

第44回 むさし夏の夜まつり

富来開運 夕涼み夏祭り

川舟祭

第７回 くにさき Ｔ－１グランプリ

1,000円（250円×４枚）
※午前10時45分から販売開始

時間 午前11時～午後２時
（なくなり次第終了）

チケ
ット

問 国東市観光協会 ☎0978－72－5168

国東市最大のグルメイベント！　国東を代表する「タチ
ウオ」「タコ」「タイ」を使ったアイデア料理を、各店舗が
２５０円で販売します。みなさんの人気投票で７代目
チャンピオンが決定します。ご来場をお待ちしています。

※夏のイベントの様子は、市報くにさき９月号にまとめて掲載予定です。

地元の出店や懸賞踊り大会、華やかな打ち上げ
花火が３０００発。大勢の客でにぎわいます。

8月21日㈪ 午後６時

安岐町 安岐港～下原商店街

8月12日㈯ 午後5時30分 国東町富来浦 富来港入口

ギャラリー夜市

8月14日㈪ 午後5時 国見町伊美 ギャラリー通り

今在家精霊流し

8月16日㈬ 午後5時 国東町鶴川 今在家区

ラブリバーＡＫＩ

川遊びフェスティバル

8月16日㈬ 午前11時 安岐町 安岐川河川敷

2.8ｍほどの船に初盆家が新仏
の戒名や香台などを積み、読経
した後、火をつけて海に流しま
す。その後、盆踊りをします。

富来開運橋・願い橋前の道路を歩
行者天国にした会場では、中学生
による富来ソーランが披露される
ほかステージイベントや模擬店も出店されます。

ギャラリー通りを歩行者天
国にした会場では、路上ラ
イブやアート体験ができる
ほか、夜店や供養踊りなどがあります。

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。

輪投げ大会や川の中の綱引きや
鮎のつかみ取りで楽しく川遊び。
中学生以上500円、小学生以下無料。

くにさき古代祭り２０１７　期日 ９月10日㈰ 場所 弥生のムラ

問 弥生のムラ　☎0978－72－2677

「古代に集い古代を

遊び古代に学ぶ」を

テーマに、古代びとの暮らしを

感じ、学び、体験しよう！

古代体験　午前９時～　

火おこし、まが玉づくり、とんぼ玉づくり、弓矢体験など

弥生の土舞台　午前11時～

むさしウインドハーモニー、伝統芸能など

無料

同時
開催

駐車場の　弥生のムラには駐車できませんので、次の場所
ご案内　　から無料シャトルバスをご利用ください。 旧国東市役所駐車場 など

市内のイベント情報

精神保健福祉相談（事前予約制）精神保健福祉相談（事前予約制）

日　　時
８月 ８ 日（火）午後1時15分～午後3時

９月12日（火）午後1時15分～午後3時

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

予
・
問

東部保健所国東保健部
　地域保健部　☎0978－72－1127

消費生活出張相談を開催します消費生活出張相談を開催します
開　催　日

８月28日（月）午前10時～正午

場　　所
国東市役所　安岐総合支所　２０２会議室

問
国東市教育委員会
　社会教育課　☎0978－72－2121

平成29年度
国東市成人式の記念講演会

平成29年度
国東市成人式の記念講演会

日　　時
８月15日（火）午前10時～

場　　所
アストくにさき　アストホール

記念講演
内田産婦人科医院 助産師 内田美智子 さん

申
・
問

国東市活力創生課商工労政係
　　　　　　　 ☎0978－72－5183
国東市商工会　 ☎0978－72－2000

大分県よろず支援拠点
「国東市出張相談会」

大分県よろず支援拠点
「国東市出張相談会」

開　催　日
８月23日（水）午前10時～午後４時

場　　所
国東市役所　２階　２０８会議室

相談内容
IT活用をはじめ、販路開拓、広告、デザインなど

場　　所
東部保健所国東保健部　相談室

事前予約
相談日の前の週の金曜日まで

８ 月の行事
　カレンダー

日 曜日 主な行事やお知らせの内容
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※毎週月曜日は図書館休館日
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うつ病や自殺等に関わる心の問題を抱える方が、
精神会に相談できる場所です。

一般席（２階）を用意しておりますので、
ぜひご来場ください。

※記念講演の開始時刻は午前10時50分を
　予定しております。

（事前予約制）

にこにこ子育て広場

山の日で図書館休館日

富来開運 夕涼み夏祭り

国見図書館 おはなしひろば

くにさき図書館 おはなし会

くにさきこどもフリマ

ギャラリー夜市

平成29年度国東市成人式

第44回むさし夏の夜まつり

ラブリバーＡＫＩ 川遊びフェスティバル

今在家精霊流し

市民病院巡回診療

にこにこ子育て広場

くにさき図書館 図書館まつり

武蔵図書館 おはなしのへや

交流交換公演「キズナのメダイ」

川舟祭

安岐図書館 安岐図書館まつり

武蔵図書館 おはなしのへや

国見図書館 おはなしひろば

第11回隣保館まつり

消費生活出張相談

市民病院巡回診療

資料整理日のため図書館休館日

２０１７空の日 ｉｎ 大分

アミューズ・クインテットコンサート

武蔵図書館 おはなしのへや

認知症を知る講演会

にこにこ子育て広場

国東保健センター

国東町富来浦 富来港入口

国見図書館

くにさき図書館

アストくにさき

国見町伊美　ギャラリー通り

アストくにさき

武蔵町 武蔵港

安岐町 安岐川河川敷

国東町鶴川 今在家区

竹田津地区公民館

安岐保健センター

アストくにさきマルチホール

武蔵図書館

アストくにさきアストホール

安岐町　安岐港～下原商店街

旧安岐児童館

武蔵図書館

竹田津幼稚園・保育所

国東市隣保館

アストくにさきアストホール

ホルトホール大分 大ホール

安岐総合支所 202会議室

竹田津地区公民館

大分空港

武蔵セントラルホール

武蔵図書館

アストくにさき マルチホール

武蔵保健福祉センター

午前10時

午後5時30分

午前9時30分～

午前10時30分～

正午～

午後5時

午前10時～

午後４時30分～

午前11時

午後5時～

午後1時30分～

午前10時

午後2時～

午後3時～

開場 午後1時～

午後6時～

午前10時～午後4時

午前10時～

午後3時30分～

午前9時30分～

午前10時～午後2時30分

開場 午後1時30分～

開場 午後1時～

午前10時～正午

午後1時30分～

午前10時～午後3時

午後2時～

午前10時30分～

午後1時30分～3時30分

午前10時

国東市役所 2階
208会議室

大分県 よろず支援拠点
「国東市出張相談会」

交流交換公演
「遥かなる海の讃美歌」

音楽劇
「オードリー・ヘプバーン」


