10
日 曜日

月の行事
カレンダー
主な行事やお知らせの内容

10/10（火）体育の日の振替のため図書館休館日

市民病院巡回診療 午後１時30分～
中野公民館
11（水）武蔵図書館 おはなしのへや 午後３時30分～ 武蔵図書館
市民病院巡回診療 午後１時30分～ 竹田津地区改善センター
12（木）法律相談（事前予約制）午後１時30分～４時30分 アストくにさき 小会議室
にこにこ子育て広場 午前10時
武蔵保健福祉センター
午後６時～
ケベス祭
国見町 櫛来社
14（土）
国見図書館 おはなしひろば 午前９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
国見町 伊美別宮社
15（日）流鏑馬 午後４時～
国東市中国交流事業
午前10時～正午 ホテルベイグランド国東
国際講演会
安岐保健センター
18（水）にこにこ子育て広場 午前10時
アストくにさき 小会議室
行政相談 午前10時～正午
武蔵中央公民館 相談室
（事前予約制）
午後１時30分～４時30分
アストくにさき 小会議室
19（木）法律相談
午前９時30分～午後３時
第１５回
東国東神楽大会
アストくにさき アグリホール
21（土）
武蔵図書館 おはなしのへや 午後３時～
武蔵図書館
大光寺
22（日）文化講演会 午前10時
23（月）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
大分県よろず支援拠点
午前10時～午後４時 国東市役所 ２階 ２０８会議室
25（水）「国東市出張相談会」
武蔵図書館 おはなしのへや 午後３時30分～ 武蔵図書館
市民病院巡回診療 午後１時30分～ 竹田津地区改善センター
26（木）法律相談（事前予約制）午後１時30分～４時30分 アストくにさき 小会議室
国東保健センター
にこにこ子育て広場 午前10時
午前９時30分～
竹田津幼稚園・保育所
27（金）国見図書館 おはなしひろば
開場
午後１時
アストくにさき
アストホール
28（土）なつかしの日本映画上映会
ペトロ岐部と風景街道 集合・受付
午前８時30分 集合・解散場所 ペトロ岐部神父記念公園
健康ウォーキング
くにさき図書館 おはなし会 午後２時～ くにさき図書館
29（日）夢咲きくにさきふるさとまつり 午前９時30分～ 黒津崎お祭り広場
第5回旭日ため池ウォーク 出発 午前8時30分 ソニー潮の香公園
なつかしの日本映画上映会 開場 午後１時 アストくにさき アストホール
下原歌謡スクールカラオケ発表会 午前10時～午後4時 武蔵セントラルホール
31（火）資料整理日のため図書館休館日
11/4（土）梅園カップ２０１７ 午前９時～午後４時 安岐町 塩屋海岸
武蔵図書館 おはなしのへや 午前10時30分～ 武蔵図書館
現代アートと旧千燈寺
集合・受付 午前８時30分 集合・解散場所 千燈寺
健康トレッキング
5（日）安岐町ふるさと祭り 午前10時～ 安岐コミュニティ広場
梅園カップ２０１７ 午前９時～午後４時 安岐町 塩屋海岸
僧 清虚 生誕２４０年
開場 午後２時30分 国見町 伊美三区公民館
特別記念公演
8（水）市民病院巡回診療 午後１時30分～ 竹田津地区改善センター
みんなんかん 第２学習室
行政相談 午前10時～正午
安岐総合支所 ２０２会議室
（事前予約制）
午後１時30分～４時30分
アストくにさき 小会議室
9（木）法律相談
午前10時
武蔵保健福祉センター
にこにこ子育て広場
※毎週月曜日は図書館休館日
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消費生活出張相談
開 催 日
10月23日（月）午前10時～正午

場

所

武蔵総合支所 第２庁舎２階 中会議室

国東市消費生活センター
問 （国東市役所２階 活力創生課内）
☎0978－72－5183

大分
大分県よ
県よろず支
ろず支援拠点
援拠点
「国
「国東市出
東市出張相談
張相談会」
会」

やぶさめ

流鏑馬 ケベス 祭

個人事業主、小規模事業者、中小企業の皆さま
の様々な経営課題について、各分野の専門家が無
料でご相談をお受けします。

いみべつぐうしゃ

開 催 日
場

所

相談内容
IT活用をはじめ、販路開拓、広告、デザインなど

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

10月15日㈰

伊美別宮社境内（国見町伊美）

10月25日（水）午前10時～午後４時 ※要予約
国東市役所 ２階 ２０８会議室

まつり

10月14日㈯
櫛来社(岩倉八幡社)境内（国見町櫛来）

【祭りの流れ】 ※時間は目安です
【祭りの流れ】 ※時間は目安です
6:00 寄進の的（神社に奉納する流鏑馬）
18:00 シオカキ（海水で身を清める）
13:00 大
祭（拝殿に参列して神事）
19:00 神
事（拝殿にて）
14:30 神 幸 祭（浜殿で神楽、巫女舞の奉納）
19:30 ケベスの登場（トウバと格闘・参拝者を追い回す）
16:00頃 流 鏑 馬（的射や紙吹雪の披露）
20:30 終
了
問 文化財課 ☎0978-72-2677

法律相談
法律相談 （事前予約制）
期

日

毎月第２・３・４木曜日（祝日は行いません。）
午後１時30分～午後４時30分

場

所

アストくにさき 小会議室

相 談 料
30分につき5,000円

予 大分県弁護士会法律相談センター
・
☎097－536－1458
問 予約受付時間（午前９時～午後５時）

国東市中国交流事業 国際講演会

なつかしの日本映画上映会

行政相談委員は、国や役所などの仕事についての身近
な相談窓口です。より多くの皆さんの声を行政に役立
てるため、あなたの声をお聞かせください。相談無料。

時

場 所

日時

大分行政監視行政相談センター
☎097－532－3715
総務課総務係 ☎0978－72－1111

10月28日㈯・29日㈰

10月21日㈯

◆出演／
午前９時30分～午後３時 武多都神楽保存会
（国見町）、手野神
場所 アストくにさき
楽保存会（武蔵町）、
アグリホール
富永神楽保存会
※入場無料
（安岐町）、国東神
楽社（国東町）
◆特別出演／
山香神楽社（杵築
市）、豊後児みさき
太鼓（豊後高田市）

開場 午後１時 開演 午後１時30分

間

午前10時～12時

問

第15回 東国東神楽大会
日時

期 日 ・

☎0978-72-2677

国東市中国交流事業の一環として、 日時 10月15日㈰ 午前10時～正午
中国浙江省博物館の陳浩館長をお招 会場 ホテルベイグランド国東（国東市国東町小原）
きし、古銭の本場中国から見た貴重
演題 「東アジアにおける古銭の歴史について」
な歴史について語っていただきます
※聴講無料
講師 陳 浩 (中国浙江省博物館 館長)
ので、是非ご聴講ください。

行政相談

10月18日（水） アストくにさき 小会議室
武蔵中央公民館 相談室
11月８日（水） みんなんかん 第２学習室
安岐総合支所 ２０２会議室

問 文化財課

場所

アストくにさき アストホール
※入場無料（入場整理券が必要です）

問 社会教育課 ☎0978-72-2121

問 文化財課

☎0978-72-2677
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