
開始 終了

1 火 第１回阿武町図書館等整備のあり方検討委員会 13:30 15:00 大会議室 教育委員会

2 水 奈古ストレッチ学習会 9:30 11:00 町民センター 民生課

2 水 奈古地区自治会親睦ソフトボール大会代表者会議会 19:30 21:00 町民センター 中央公民館

3 木 ひよこクラブ 9:45 ほっとハウスみどり みどり保育園

3 木 宇田郷盆踊り教室 19:30 21:00 ふれあいセンター 宇田郷公民館

5 土 福賀月例グラウンドゴルフ大会 19:30 21:30 福賀小学校グラウンド
福賀グラウンドゴルフ
愛好会

5 土 町PTA連絡協議会研修 9:00 12:00 町民センター 教育委員会

5 土 「人生フルーツ」映画上映会 9:30 11:30 のうそんセンター まちづくり推進課

5 土 「人生フルーツ」映画上映会 14:00 16:00 文化ホール まちづくり推進課

5 土 レノファ山口ホームタウン紹介ブース出展 15:00 22:00 維新公園 総務課

6 日 「人生フルーツ」映画上映会 9:30 11:30 ふれあいセンター まちづくり推進課

7 月 新ALT(Ms.Midori Gonzalez)歓迎会 18:00 19:30 町民センター研修室教育委員会

7 月 福ＢＯＮまつり盆踊り練習 19:00 20:30 のうそんセンター多目的ホール
福BONまつり実行委員
会

8 火 阿武町民生委員児童委員協議会定例会 8:30 12:00 役場会議室 民生課

8 火 たなばた会 10:45 みどり保育園 みどり保育園

9 水 介護者の集い 10:00 11:30 町民センター 社会福祉協議会

9 水 福賀ことぶき会役員会 14:00 16:00 のうそんセンター集会室 福賀ことぶき会

10 木 例月出納検査 8:20 12:00 役場会議室 監査委員事務局

10 木 宇田郷のびのびストレッチ楽集会 9:30 11:30 ふれあいセンター 民生課

10 木 ひよこクラブ 9:45 ほっとハウスみどり みどり保育園

14 月 奈古地区自治会親睦ソフトボール大会 7:30 15:00 町民グラウンド他 教育委員会

14 月 福ＢＯＮまつり・納涼花火大会 18:00 21:30 のうそんセンター駐車場
福BONまつり実行委員
会

14 月 消費生活相談員による相談日 8:30 17:15 役場１階相談室 経済課

14 月 宇田郷盆踊り大会 19:30 21:00 ふれあいセンター 宇田郷公民館

15 火 奈古納涼盆踊り大会 20:00 22:00
ふれあいタウン駐車場
（ちっぽら食堂前）

教育委員会

15 火 ふれあい球技大会 8:00 13:00 ふれあいグラウンドほか 宇田郷公民館

17 木 阿武町生改連・魚食普及料理講習会 9:30 13:30 のうそんセンター 経済課

17 木 ひよこクラブ 9:45 ほっとハウスみどり みどり保育園

18 金 福賀月例ボウリング大会 19:30 21:30 ユーズボウル萩 福賀ボウリング倶楽部

20 日 ふれあいキッチン（井部田） 8:30 井部田公民分館 民生課

20 日 ふれあいキッチン（伊豆） 伊豆公民分館 民生課

20 日 奈古子ども会大会 9:30 12:00 阿武小中グラウンド他 中央公民館

20 日 ２１Cラボ 13:30 16:30 旧奈古薬局 まちづくり推進課

21 月 決算監査　～23日（水）まで 9:00 17:00 役場会議室 監査委員事務局

21 月 健康教室「さくら会」 9:00 12:30 町民センター 民生課

日 曜日 行　　　　　事
予定時間

     平成２９年８月行事予定表

場　　　　所 主催・担当課
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21 月 無料法律相談会 10:00 12:00 町民センター 社会福祉協議会

21 月 宇田郷地区生涯スポーツ推進会議 19:30 21:00 ふれあいセンター 宇田郷公民館

21 月 ふれあいキッチン（金社） 9:00 金社公民分館 民生課

22 火 ふれあいキッチン(郷) 9:00 ふれあいセンター 民生課

22 火 誕生会 10:45 みどり保育園 みどり保育園

22 火 職域ソフトボール大会 18:00 21:00 町民グラウンド他 教育委員会

22 火 交通安全福賀分会法令講習会 17:00 18:30 のうそんセンター 交通安全福賀分会

23 水 介護家族のおしゃべり勉強会 9:00 13:30 町民センター 社会福祉協議会

23 水 奈古ストレッチ学習会 9:30 11:00 町民センター 民生課

23 水 食改運営委員会 13:30 役場２階小会議室 民生課

23 水 職域ソフトボール大会 18:00 21:00 町民グラウンド他 教育委員会

24 木 ふれあいキッチン(西の2) 9:00 民生課

24 木 食生活改善推進員養成講座② 9:00 12:00 のうそんセンター 民生課

24 木 キャラバンメイト勉強会 9:30 11:30 町民センター 社会福祉協議会

24 木 宇田郷のびのびストレッチ楽集会 9:30 11:30 ふれあいセンター 民生課

24 木 ふれあいキッチン(中村) 9:30 中村公民分館 民生課

24 木 ひよこクラブ 9:45 ほっとハウスみどり みどり保育園

24 木 奈古地区健康教室 13:30 奈古浦公民館 民生課

24 木 職域ソフトボール大会 18:00 21:00 町民グラウンド他 教育委員会

24 木 議会視察研修 7:00 美郷町 議会事務局

25 金 議会視察研修 18:30 邑南町 議会事務局

25 金 ステップ運動教室 13:00 14:30 のうそんセンター 民生課

25 金 宇田郷地区公民館担当者等会議 19:30 21:00 ふれあいセンター 宇田郷公民館

25 金 阿武町教職員阿武町探訪 14:00 16:00 町内各所 教育委員会

26 土 ふれあいキッチン(筒尾) 9:30 筒尾公民分館 民生課

26 土 公園点検（ママの会） 8:30 道の駅公園・グリーンパーク みどり保育園

26 土 宇田郷婦人学級（ちとせ） 10:00 11:30 ふれあいセンター 宇田郷公民館

26 土 空き家ノート講座① 13:30 16:30 町民センター まちづくり推進課

27 日 福賀小学校環境整備作業 7:20 10:30 福賀小学校 福賀小学校

27 日 福賀地区空き瓶回収作業 13:30 15:00 福賀地区内
福賀小育友会・阿武中ＰＴ
Ａ

27 日 奈古グラウンドゴルフ 9:00 11:30 阿武小中グラウンド 中央公民館

27 日 萩市消防操法大会 12:30 16:00 萩市玉江河川敷 総務課

27 日 ABUウォーターボーイズ夏公演 17:00 17:30 道の駅阿武町温水プール 総務課

27 日 JAZZ TRIANGLE 65-77(小田村愁)ｺﾝｻｰﾄ 18:30 20:30 町民センター 教育委員会

27 日 福賀子育連花壇審査 15:00 16:30 福賀地区内 福賀子育連 ・スポ少

27 日 ふれあいキッチン(寺東) 9:30 寺東公民分館 民生課

27 日 ふれあいキッチン(惣郷) 8:30 惣郷公民分館 民生課

27 日 ふれあいキッチン(宇田浦) 8:30 漁村センター 民生課
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開始 終了

28 月 消費生活相談員による相談日 8:30 17:15 役場１階相談室 経済課

28 月 避難訓練・交通安全指導 10:45 みどり保育園 みどり保育園

28 月 ふれあいキッチン(伊当) 8:30 伊当公民分館 民生課

28 月 ふれあいキッチン（下笹尾） 9:00 下笹尾公民分館 民生課

29 火 ふれあい祭り会議 19:30 21:00 ふれあいセンター 宇田郷公民館

30 水 ふれあいキッチン（三和） 9:00 三和公民分館 民生課

30 水 健康寿命延伸のための講演会 10:00 町民センター 民生課

30 水 健康寿命延伸のための講演会 13:30 ふれあいセンター 民生課

31 木 ひよこクラブ 9:45 ほっとハウスみどり みどり保育園

31 木 健康寿命延伸のための講演会 10:00 のうそんセンター 民生課

     平成２９年８月行事予定表

日 曜日 行　　　　　事
予定時間

場　　　　所 主催・担当課
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開始 終了

1 金 阿武町選挙管理委員会 9:00 11:00 役場会議室 選管

2 土 ピラティス教室（奈古） 10:00 11:30 町民センター 教育委員会

2 土 福賀月例グラウンドゴルフ大会 19:30 21:30 福賀小学校グラウンド
福賀グラウンドゴルフ
愛好会

3 日 職員採用試験（保育士） 9:00 11:25 役場大会議室 総務課

3 日 空き家ノート講座② 13:30 16:30 町民センター まちづくり推進課

3 日 ふれあいグラウンド周辺清掃作業 7:30 9:30 ふれあいグラウンド 宇田郷公民館

4 月 健康教室「さくら会」 9:00 12:30 町民センター 民生課

4 月 消防団団長副団長会議 15:00 17:30 役場小会議室 総務課

4 月 のびのび幼児健診 13:00 母子健康センター 民生課

5 火 議会運営委員会 9:00 12:00 委員会室 議会事務局

6 水 奈古ストレッチ学習会 9:30 11:00 町民センター 民生課

6 水 敬老の日大会　福賀 11:00 13:30 のうそんセンター 民生課

7 木 敬老の日大会　宇田郷 11:00 13:30 ふれあいセンター 民生課

7 木 阿武町農業関連担い手連携協議会「奈古·宇田郷分科会」 14:00 16:00 役場小会議室 経済課

8 金 敬老の日大会　奈古 11:00 13:30 町民センター 民生課

8 金 食の連携会議 14:00 役場小会議室 民生課

8 金 消防団幹部会議 15:00 17:30 役場大会議室 総務課

8 金 福賀月例ボウリング大会 19:30 21:30 ユーズボウル萩 福賀ボウリング倶楽部

9 土 空き家ノート講座③ 14:00 17:00 町民センター まちづくり推進課

10 日 奈古グラウンドゴルフ 9:00 11:30 阿武小中グラウンド 中央公民館

11 月 消費生活相談員による相談日 8:30 17:15 役場１階相談室 経済課

12 火 阿武町議会定例会初日（予定） 9:00 16:00 議場 議会事務局

12 火 阿武町民生委員児童委員協議会定例会 8:30 12:00 役場会議室 民生課

13 水 阿武町総合防災訓練自治会長説明会 16:00 17:30 役場会議室 総務課

14 木 行財政改革等特別委員会（予定） 9:00 16:00 委員会室 議会事務局

14 木 宇田郷のびのびストレッチ楽集会 9:30 11:30 ふれあいセンター 民生課

15 金 行財政改革等特別委員会（予定）予備日 9:00 12:00 委員会室 議会事務局

16 土 山口県消防操法大会 9:00 15:00 山口県消防学校 総務課

16 土 仮・リオ五輪金メダリスト・大野将平選手柔道教室 14:00 16:30 町民センター外 教育委員会

20 水 阿武町議会定例会最終日（予定） 13:30 16:00 議場 議会事務局

20 水 奈古ストレッチ学習会 9:30 11:00 町民センター 民生課

21 木 秋の交通マナーアップ作戦 14:00 16:00 町内３地区 総務課

22 金 ステップ運動教室 13:00 14:30 のうそんセンター 民生課

22 金 例月出納検査 8:20 11:00 小会議室 監査委員事務局

23 土 阿武町（郡）グラウンドゴルフ大会 9:00 12:00 グリーンパークあぶ 教育委員会

日 曜日 行　　　　　事
予定時間

場　　　　所 主催・担当課

     平成２９年９月行事予定表
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開始 終了

24 日 ふれあい運動会 8:30 12:00 ふれあいグラウンド 宇田郷公民館

25 月 消費生活相談員による相談日 8:30 17:15 役場１階相談室 経済課

25 月 女団連消団連合同役員会 9:30 12:00 小会議室 経済課

26 火 ふれあい祭り会議 19:30 21:00 ふれあいセンター 宇田郷公民館

28 木 宇田郷のびのびストレッチ楽集会 9:30 11:30 ふれあいセンター 民生課

28 木 福賀みんなで歩こう会ウォーキング教室 8:30 11:30 伊良尾山林道 福賀公民館

30 土 アイデア料理コンテスト 9:00 町民センター 民生課

     平成２９年９月行事予定表

日 曜日 行　　　　　事
予定時間

場　　　　所 主催・担当課
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開始 終了

1 日 阿武町総合防災訓練 9:45 12:00 小中グラウンド 総務課

3 火 ふれあい祭りテナント会議 19:30 21:00 ふれあいセンター 宇田郷公民館

4 水 奈古ストレッチ学習会 9:30 11:00 町民センター 民生課

6 金 食生活改善推進員養成講座③ 9:00 13:00 ふれあいセンター 民生課

6 金 ABU３ソフトボール大会 18:30 22:00 町民グラウンド 教育委員会

7 土 福賀月例グラウンドゴルフ大会 19:30 21:30 福賀小学校グラウンド
福賀グラウンドゴルフ
愛好会

8 日 障害者交流ソフトボール大会 8:00 14:00 小中グラウンド 教育委員会

11 水 阿武町議会議員一般選挙立候補予定者説明会 10:00 12:00 役場会議室 選管

11 水 阿武町歴史探究講座 10:00 11:30 町民センター 教育委員会

11 水 福賀高齢者教室/運転適性検査 10:00 12:00 のうそんセンター 福賀ことぶき会

12 木 阿武町民生委員児童委員協議会定例会 8:30 12:00 役場会議室 民生課

12 木 宇田郷のびのびストレッチ楽集会 9:30 11:30 ふれあいセンター 民生課

13 金 福賀月例ボウリング大会 19:30 21:30 ユーズボウル萩 福賀ボウリング倶楽部

15 日 消防団協力隊講習会 8:30 12:30 町民センター 総務課

15 日 奈古グラウンドゴルフ 9:00 11:30 阿武小中グラウンド 中央公民館

15 日 福賀婦人会・ＪＡ女性部合同研修視察 7:00 岡山・香川方面 福賀婦人会

16 月 健康教室「さくら会」 9:00 12:30 町民センター 民生課

16 月 福賀婦人会・ＪＡ女性部合同研修視察 19:00 岡山・香川方面 福賀婦人会

17 火 人権学習講座（宇田郷） 10:00 12:00 ふれあいセンター 教育委員会

18 水 奈古ストレッチ学習会 9:30 11:00 町民センター 民生課

19 木 阿武町ソフトボール教室 12:00 16:00 小中グラウンド（町体セ） 教育委員会

21 土 福賀小学校学習発表会 9:00 15:00 福賀小学校 福賀小学校

22 日 奈古地区町民運動会 8:30 12:00 阿武小中グラウンド 中央公民館

23 月 消費生活相談員による相談日 8:30 17:15 役場１階相談室 経済課

25 水 第17回阿武町福祉スポーツ大会 9:00 14:00 体育センター 民生課

26 木 宇田郷のびのびストレッチ楽集会 9:30 11:30 ふれあいセンター 民生課

27 金 ステップ運動教室 13:00 14:30 のうそんセンター 民生課

主催・担当課

     平成２９年１０月行事予定表

日 曜日 行　　　　　事
予定時間

場　　　　所
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開始 終了

1 金 食生活改善推進員養成講座④ 9:00 12:00 のうそんセンター 民生課

1 金 人権を考える集い推進大会 14:00 16:30 町民センター文化ホール 教育委員会

2 土 福賀月例グラウンドゴルフ大会 13:30 15:30 福賀グラウンドゴルフ場
福賀グラウンドゴルフ
愛好会

3 日 阿武町力くらべ綱引き大会 8:00 13:00 町体育センター 教育委員会

6 水 奈古ストレッチ学習会 9:30 11:00 町民センター 民生課

7 木 宇田郷のびのびストレッチ楽集会 9:30 11:30 ふれあいセンター 民生課

8 金 福賀月例ボウリング大会 19:30 21:30 ユーズボウル萩 福賀ボウリング倶楽部

9 土 ピラティス教室〔福賀） 10:00 11:30 のうそんセンター 教育委員会

10 日 奈古グラウンドゴルフ 9:00 11:30 阿武小中グラウンド 中央公民館

11 月 健康教室「さくら会」 9:00 12:30 町民センター 民生課

11 月 消費生活相談員による相談日 8:30 17:15 役場１階相談室 経済課

12 火 阿武町民生委員児童委員協議会定例会 8:30 12:00 役場会議室 民生課

20 水 奈古ストレッチ学習会 9:30 11:00 町民センター 民生課

21 木 宇田郷のびのびストレッチ楽集会 9:30 11:30 ふれあいセンター 民生課

22 金 ステップ運動教室 13:00 14:30 のうそんセンター 民生課

25 月 消費生活相談員による相談日 8:30 17:15 役場１階相談室 経済課

日 曜日 行　　　　　事
予定時間

場　　　　所 主催・担当課

     平成２９年１２月行事予定表
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開始 終了

2 火 阿武町成人式 町民センター多目的ホール 教育委員会

5 金 阿武町コミュニティ・スクール研修会 9:00 12:00 町民センター 教育委員会

6 土 福賀月例グラウンドゴルフ大会 13:30 15:30 福賀グラウンドゴルフ場
福賀グラウンドゴルフ
愛好会

10 水 奈古ストレッチ学習会 9:30 11:00 町民センター 民生課

11 木 宇田郷のびのびストレッチ楽集会 9:30 11:30 ふれあいセンター 民生課

12 金 阿武町民生委員児童委員協議会定例会 8:30 12:00 役場会議室 民生課

13 土 阿武町消防出初式 町民センター文化ホール 総務課

14 日 奈古グラウンドゴルフ 9:00 11:30 阿武小中グラウンド 中央公民館

15 月 健康教室「さくら会」 9:00 12:30 町民センター 民生課

15 月 のびのび幼児健診 13:00 母子健康センター 民生課

18 木 山口県知事選挙告示 選管

18 木 食生活改善推進員養成講座⑤ 9:00 12:00 ふれあいセンター 民生課

21 日 福賀新春ボウリング大会 13:00 16:30 ユーズボウル萩 福賀ボウリング倶楽部

21 日 第２回関西・東海ふるさと阿武町会 14:00 17:00 大阪パンダリア 総務課

22 月 消費生活相談員による相談日 8:30 17:15 役場１階相談室 経済課

24 水 奈古ストレッチ学習会 9:30 11:00 町民センター 民生課

24 水 宇田郷のびのびストレッチ楽集会 9:30 11:30 ふれあいセンター 民生課

25 木 阿武町人権学習講座 13:00 14:30 町民センター 教育委員会

26 金 ステップ運動教室 13:00 14:30 のうそんセンター 民生課

主催・担当課

     平成３０年１月行事予定表

日 曜日 行　　　　　事
予定時間

場　　　　所
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開始 終了

3 土 福賀月例グラウンドゴルフ大会 13:30 15:30 福賀グラウンドゴルフ場
福賀グラウンドゴルフ
愛好会

4 日 山口県知事選挙 7:00 19:00 各投票所、役場 選管

7 水 奈古ストレッチ学習会 9:30 11:00 町民センター 民生課

8 木 宇田郷のびのびストレッチ楽集会 9:30 11:30 ふれあいセンター 民生課

9 金 阿武町民生委員児童委員協議会定例会 8:30 12:00 役場会議室 民生課

9 金 福賀月例ボウリング大会 19:30 21:30 ユーズボウル萩 福賀ボウリング倶楽部

11 日 奈古グラウンドゴルフ 9:00 11:30 阿武小中グラウンド 中央公民館

17 土 阿武町栄光文化賞・阿武町っ子栄光賞授賞式 9:30 11:00 町民センター多目的ホール 教育委員会

17 土 福賀地区親子スキー教室 6:00 19:00 広島県 大佐スキー場 福賀子育連 ・スポ少

19 月 健康教室「さくら会」 9:00 12:30 町民センター 民生課

21 水 奈古ストレッチ学習会 9:30 11:00 町民センター 民生課

22 木 宇田郷のびのびストレッチ楽集会 9:30 11:30 ふれあいセンター 民生課

23 金 ステップ運動教室 13:00 14:30 のうそんセンター 民生課

24 土 萩地域スポーツ推進委員女性交流会 8:00 15:00 町体C・町民センター 教育委員会

26 月 消費生活相談員による相談日 8:30 17:15 役場１階相談室 経済課

日 曜日 行　　　　　事
予定時間

場　　　　所 主催・担当課

     平成３０年２月行事予定表
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開始 終了

2 金 ライフスタイルサミット準備 13:30 16:00 町民センター多目的ホール 総務課

3 土 福賀月例グラウンドゴルフ大会 13:30 15:30 福賀グラウンドゴルフ場
福賀グラウンドゴルフ
愛好会

3 土 帰ってきた！僕らのライフスタイルサミットin阿武 13:30 16:30 町民センター多目的ホール まちづくり推進課

7 水 食生活改善推進員養成講座⑥閉講式 9:00 13:00 町民センター 民生課

7 水 奈古ストレッチ学習会 9:30 11:00 町民センター 民生課

8 木 宇田郷のびのびストレッチ楽集会 9:30 11:30 ふれあいセンター 民生課

9 金 福賀月例ボウリング大会 19:30 21:30 ユーズボウル萩 福賀ボウリング倶楽部

11 日 奈古グラウンドゴルフ 9:00 11:30 中央公民館 中央公民館

12 月 阿武町民生委員児童委員協議会定例会 8:30 12:00 役場会議室 民生課

12 月 健康教室「さくら会」 9:00 12:30 町民センター 民生課

12 月 消費生活相談員による相談日 8:30 17:15 役場１階相談室 経済課

17 土 福賀婦人会・JA女性部福賀支部総会 8:00 14:00 のうそんセンター 福賀婦人会

19 月 のびのび幼児健診 13:00 母子健康センター 民生課

22 木 宇田郷のびのびストレッチ楽集会 9:30 11:30 ふれあいセンター 民生課

23 金 ステップ運動教室 13:00 14:30 のうそんセンター 民生課

26 月 消費生活相談員による相談日 8:30 17:15 役場１階相談室 経済課

28 水 奈古ストレッチ学習会 9:30 11:00 町民センター 民生課

主催・担当課

     平成３０年３月行事予定表

日 曜日 行　　　　　事
予定時間

場　　　　所
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