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月の行事
カレンダー

日 曜日

主な行事やお知らせの内容
おはなし会 午前10時30分～ くにさき図書館
中野公民館
午後１時30分～
12 ㈫ 市民病院巡回診療
国東市障がい者福祉相談 午後１時30分～午後３時 アストくにさき
国東町 アストくにさき 小会議室
㈬
13 行政相談

12/10 ㈰ くにさき図書館

午前10時～正午

武蔵町 武蔵中央公民館 相談室
午後３時30分～ 武蔵図書館

武蔵図書館 おはなしのへや
16 ㈯ 市民公開講座「健康寿命日本一をめざして」
午後１時30分～午後３時 アストくにさき

アストホール

武蔵図書館 おはなしのへや（ミニクリスマス会）
午後３時～ 武蔵図書館
19 ㈫ 国東市障がい者福祉相談 午後１時30分～午後３時 隣保館
20 ㈬ 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～ 竹田津地区公民館
21 ㈭ にこにこ子育て広場 午前10時～ 国東保健センター

行政相談
期 日 ・

時

「 健康 寿 命日 本 一をめざして」

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

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。

日時

12月16日（土）
午後１時30分～午後３時
（開場 １時）

場所

アストくにさき アストホール

所

22 ㈮ 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 ㈯ くにさき図書館 おはなし会（クリスマス会）
午後２時15分～ アストくにさき マルチホール

映画「ノーマン・ザ・スノーマン」上映会
アストホール

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

大分県よろず支援拠点
大分県よろず支援拠点
（事前予約制）
「国東市出張相談会」
「国東市出張相談会」

第１学習室
26 ㈫ 国東市障がい者福祉相談 午後１時30分～午後３時 安岐総合支所

問 高齢者支援課

場

年末年始のイベント情報
文殊仙寺 智恵がゆ
日時

平成30年1月2日㈫
午前10時

午後11時から
元旦の午前２時まで
会場

相談内容

内容 約1,000本の竹灯篭のやさ
しい明かりが、みなさんをお迎えし
ます。例年甘酒などの暖かなおもて
なしがあります。

会場 国東町重藤海岸
内容 ご来光を浴び、新しい
年の無病息災を祈願します。
宝くじのプレゼント、あさひ
鍋の振る舞いがあります。

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

日

会

場

国東市消防本部 ２階 多目的ホール

内

問 文殊仙寺 ☎0978-74-0820

時

平成30年１月21日（日）
午前９時～正午までの３時間

容

問 おんどが旭日SUN（大谷） 問 龍神プロジェクト（有次）
☎090-2503-8451
☎090-8835-2533

どんど焼き

武蔵セントラルホールこどもまつり

日時 平成30年1月13日㈯ 午後6時から
会場

安岐川河川敷

普通救命講習（心肺蘇生・ＡＥＤなど）

内容 ご利益を
受けたお守りや
御札などをお祓
いして燃やし、
無病息災を祈願
します。

募集人員
５～10名程度

応募締切日
平成30年１月15日（月）

問

武蔵町内田 白石神社

日時 平成30年1月1日㈪
午前６時

国東市消防本部 救急係
☎0978－72－1101（代表）
☎0978－72－1177（警防課直通）
問 商工会 安岐支部

2017.12

おんどが旭日ＳＵＮ 龍神年越し竹あかり
日時 12月31日㈰
初日の出鑑賞会

会場 国東町大恩寺 文殊仙寺
内容 知恵の水とうま味たっぷりの
椎茸で炊き上げた智恵がゆで参拝の
みなさんをお待ちしています。

所

普通救命定期講習会
普通救命定期講習会

（4時15分 開場）
※くにさき図書館クリスマス会を
挟んで２回上映します。
☎0978-72-212１

問 社会教育課

☎0978-72-5189

国東市役所 ２階 ２０８会議室

27 ㈬ 大分県よろず支援拠点「国東市出張相談会」

31

【2回目】
午後4時30分 上映開始

12月27日（水）午前10時～午後４時

午後１時～午後３時 みんなんかん

28 ㈭ 資料整理日のため図書館休館
29 ㈮ 図書館休館日
消防団年末特別警戒
30 ㈯ 図書館休館日
消防団年末特別警戒
31 ㈰ 龍神年越し竹あかり 午後11時～ 武蔵町内田 白石神社
図書館休館日
１/1 ㈪ おんどが旭日ＳＵＮ初日の出鑑賞会 午前６時～ 国東町重藤海岸
図書館休館日
2 ㈫ 文殊仙寺 智恵がゆ 午前10時～ 国東町大恩寺 文殊仙寺
図書館休館日
3 ㈬ 図書館休館日
6 ㈯ 武蔵図書館 おはなしのへや 午前10時30分～ 武蔵図書館
7 ㈰ 国東市消防団出初式 午前９時～正午 国東陸上競技場
中野公民館
午後１時30分～
9 ㈫ 市民病院巡回診療

（12時30分 開場）

開 催 日

25 ㈪ 消費生活出張相談

午前10時～午後４時 国東市役所２階 ２０８会議室
武蔵図書館 おはなしのへや 午後３時30分～ 武蔵図書館

【1回目】
午後1時 上映開始

※ロコモとは…運動器の障害による移動機能が低下した状態

開 催 日
場

12月23日（祝土）
アストくにさき アストホール
無料（入場整理券が必要）

（国東町鶴川）
講師 大分大学理事・副学長
津村 弘 先生

12月25日（月）午後１時～午後３時
国見生涯学習センター みんなんかん 第１学習室

日時
場所
料金

～今日からできるロコモ対策～

間

消費生活出張相談

映画「ノーマン・ザ・スノーマン」上映会

市民公開講座を開催します！

午前10時～正午

午後２時～午後４時 ホテルベイグランド国東

※毎週月曜日は図書館休館日

場 所

12月13日㈬ アストくにさき 小会議室
武蔵中央公民館 相談室
平成30年１月10日㈬ みんなんかん 第２学習室
安岐総合支所 ２０２会議室

国東市地域づくり講演会

１回目 午後１時 ２回目 午後４時30分 上映開始
アストくにさき

のイベント情報

市内のイベント情報

☎0978-67-0559

「仮面ライダービルドショー」
主催：国東市、国東市教育委員会 協力：東映株式会社
日時 平成30年1月14日㈰
会場 武蔵セントラルホール
料金

無料（入場整理券が必要）

午
【1回目】
（10時30分 開場）
前11時 開演
午
【2回目】後2時30分 開演（2時 開場）
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※入場整理券のお求めは 武蔵中央公民館、みんなんかん、
アストくにさき、安岐中央公民館 他市内プレイガイドにて
問 社会教育課 武蔵分室

☎0978-68-0094
30

