
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

4 木 　保育始め

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

5 金 食改運営委員会 13:30 役場小会議室 民生課

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

7 日 福賀地区新春子ども会大会 9:00 11:30 のうそんセンターほか 福賀子育連

9 火 食改運営委員会 9:30 町民センター 民生課

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

11 木 ひよこクラブ 9:45 11:30 ほっとハウスみどり みどり保育園

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

12 金 身体測定 11:00 みどり保育園 みどり保育園

12 金 福賀正月会 定例総会 14:00 18:00 ＥＧＦ会議室 福賀正月会

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

14 日 宇田郷地区新春の集い 15:00 17:30 ふれあいセンター 宇田郷支所

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 心配ごと相談 9:00 12:00 町民センター 社会福祉協議会

15 月 のびのび幼児健診 13:00 母子健康センター 民生課

15 月 福賀ことぶき会 役員会 13:30 16:00 のうそんセンター 福賀ことぶき会

16 火 宇田郷寿齢大学　初集会 10:00 13:30 ふれあいセンター 宇田郷公民館

16 火 阿武町選挙管理員会 17:30 18:30 役場会議室 選管

17 水 誕生会 11:00 みどり保育園 みどり保育園

17 水 女団連の今後の取組みに関するまちづくり推進課との意見交換会 12:00 15:00 旧奈古薬局外 経済課

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

18 木 ひよこクラブ 9:30 11:30 ほっとハウスみどり みどり保育園

18 木 まちづくり懇談会（宇田浦） 19:00 21:00 宇田郷漁村センター まちづくり推進課

19 金 福賀地区新春懇話会・新年互礼会 10:30 14:30 のうそんセンター
ことぶき会 昭和会
婦人会

20 土 もちつき大会 みどり保育園（本園） みどり保育園

20 土 第２回関西・東海ふるさと阿武町会 13:00 16:00 大阪パンダリア まちづくり推進課

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

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
県民活動パワーアップセミナーin阿武町
小田切徳美講演会

18:00 20:00 町民センター まちづくり推進課
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開始 終了

25 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

25 木 ひよこクラブ 9:30 11:30 ほっとハウスみどり みどり保育園

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

25 木 奈古寿齢大学1月講座(阿武町人権学習講座) 13:00 14:30 町民センター 中央公民館

25 木 阿武町地域福祉運営協議会 16:30 18:00 役場大会議室 民生課

26 金 避難訓練・交通安全指導 11:00 みどり保育園

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

27 土 宇田郷冬季子ども会大会 8:30 13:30 ふれあいセンター 宇田郷公民館

27 土 まちづくり懇談会（宇田中央） 14:00 16:00 ふれあいセンター まちづくり推進課

28 日 ふれあいキッチン(宇田郷地区　惣郷) 8:30 惣郷公民分館 民生課

28 日 ふれあいキッチン(福賀地区　上下笹尾) 9:30 上笹尾公民分館 民生課
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開始 終了

3 土 ふれあいキッチン(奈古地区　筒尾) 8:30 筒尾公民分館 民生課

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 阿武町選挙管理員会 16:00 17:00 役場会議室

4 日 山口県知事選挙 7:00 19:00 各投票所、役場 選管

4 日 ふれあいキッチン(奈古地区　寺東) 9:30 寺東公民分館 民生課

6 火 阿武町と萩信用金庫との包括連携協定締結式 11:00 12:00 役場大会議室 まちづくり推進課

6 火 平成３０年阿武町新春懇話会 15:00 18:30 町民センター まちづくり推進課

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 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

10 土 まちづくり懇談会（福田上） 13:30 15:30 のうそんセンター まちづくり推進課

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

11 日 奈古親子バレンタインクッキング教室 8:30 13:00 町民センター
奈古地区子ども会連
絡協議会

15 木 職員人権研修 13:00 15:30 役場大会議室 民生課

16 金 職員人権研修 13:00 15:30 役場大会議室 民生課

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 事業承継セミナー及び個別相談会 13:30 15:00 町民センター研修室 まちづくり推進課

18 日 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

18 日 まちづくり懇談会（惣郷） 10:00 12:00 惣郷公民館 まちづくり推進課

19 月 健康教室「さくら会」 9:00 12:30 町民センター 民生課

20 火 まちづくり懇談会（尾無畑） 18:00 20:00 尾無公民分館 まちづくり推進課

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

22 木 阿武町地域福祉運営協議会 16:30 18:00 役場大会議室 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

27 火 議会運営委員会 9:00 12:00 委員会室 議会事務局

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 木 阿武町選挙管理員会 9:00 10:30 役場会議室 選管

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

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 徘徊模擬訓練 8:30 12:00 宇田郷地区 民生課

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

6 火 一般質問締切（予定） 議会事務局

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

9 金 阿武町立阿武中学校卒業式 9:30 11:00 阿武中学校 阿武中学校

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

14 水 阿武町議議会定例会二日目（予定） 9:00 16:00 議場 議会事務局

16 金 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

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

20 火 阿武町立各小学校卒業式 9:30 11:00 各小学校 各小学校

21 水 福賀地区自治会合同消火訓練 13:00 16:00 福賀地区内 消防福賀分団

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 阿武町議会定例会最終日（予定） 9:00 16:00 議場他 議会事務局

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
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