
開始 終了

1 水 奈古ストレッチ学習会 9:30 11:30 町民センター 民生課

1 水 萩ジオパーク構想現地審査協議会ﾋｱﾘﾝｸﾞ 10:30 11:30 萩市役所 教育委員会

1 水 萩ジオパーク構想現地審査講評 13:20 13:50 萩市役所 教育委員会

2 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 金 メンズキッチン 9:30 13:00 町民センター 中央公民館

3 金 奈古子ども会盆踊り練習 10:00 12:00 町民センター 中央公民館

3 金 奈古婦人会盆踊り練習 19:00 21:00 町民センター 中央公民館

4 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

4 土 阿武町町P連研修会 10:00 11:30 町民センター多目的ホール 阿武町町P連

4 土 田中正也子ども限定ミニコンサート 13:00 13:30 町民センター文化ホール
モアステージ
あぶ

4 土 田中正也プレミアムコンサート 15:00 16:40 町民センター文化ホール
モアステージ
あぶ

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

5 日 ブラックボトムブラスバンドライヴ 18:00 21:00 町民センター 教育委員会

6 月 はかりの定期検査 10:00 10:50 のうそんセンター 経済課

6 月 はかりの定期検査 11:30 12:00 宇田郷支所 経済課

6 月 はかりの定期検査 13:00 15:00 役場本庁 経済課

6 月 介護者の集い 10:00 11:30 のうそんセンター 社会福祉協議会

7 火 たなばた会 10:45 みどり保育園 みどり保育園

9 木 ひよこクラブ 9:45 ほっとハウスみどり みどり保育園

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

9 木 キャラバンメイト勉強会 9:30 町民センター 社会福祉協議会

10 金 例月出納検査 8:20 11:00 役場会議室 監査事務局

10 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

10 金 阿武福祉会盆踊り大会 18:30 清光苑 阿武福祉会

13 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 火 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

14 火 奈古地区自治会親睦ソフトボール大会 7:30 14:00 町民グラウンド他 中央公民館

14 火 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

15 水 宇田郷地区ふれあい球技大会 8:00 13:00 ふれあいグランドほか 宇田郷公民館

15 水 奈古地区盆踊り大会 20:00 22:00 ふれあいタウンL駐車場 中央公民館

16 木 ひよこクラブ 9:45 ほっとハウスみどり みどり保育園

17 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

18 土 福賀子ども会野外交歓大会 9:00 11:00 福賀小学校体育館
福賀子育連
・スポ少

18 土 福賀子育連花壇審査 11:00 12:30 福賀地区内
福賀子育連
・スポ少

18 土 住民福祉講座 14:00 16:00 町民センター 社会福祉協議会

19 日 奈古地区子ども会大会 9:30 12:00 阿武小中グラウンド他
奈古子育連
中央公民館

日 曜日 行　　　　　事
予定時間

     平成３０年８月行事予定表

場　　　　所 主催・担当課
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20 月 健康教室「さくら会」 9:00 12:30 町民センター 民生課

20 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

20 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 火 食改役員会 9:00 役場大会議室 民生課

21 火 誕生会 10:45 みどり保育園 みどり保育園

21 火 食改運営委員会 13:30 役場大会議室 民生課

22 水 決算監査① 9:00 17:00 役場会議室 監査事務局

22 水 奈古ストレッチ学習会 9:30 11:30 町民センター 民生課

22 水 介護家族のおしゃべり勉強会 10:00 13:00 町民センター 社会福祉協議会

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

22 水 「いらお苑」概要説明会 14:00 15:00 のうそんセンター 民生課

23 木 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

23 木 ふれあいキッチン(福賀地区　上下笹尾） 9:00 下笹尾公民分館 民生課

23 木 決算監査② 9:00 17:00 役場会議室 監査事務局

23 木 宇田郷ストレッチ楽集会 9:30 11:30 ふれあいセンター 民生課

23 木 ひよこクラブ 9:45 ほっとハウスみどり みどり保育園

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

23 木 萩交通安全協会福賀分会 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

24 金 決算監査③ 9:00 17:00 役場会議室 監査事務局

24 金 福賀ステップ運動教室 13:30 15:00 のうそんセンター 民生課

24 金 宇田郷地区自治会長・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 土 ふれあいキッチン(奈古地区　上郷) 上郷公民分館 民生課

25 土 女団連阿武町の魅力再発見ツアー（福賀地区） 8:00 15:00 福賀地区 経済課

26 日 福賀小学校環境整備作業 7:20 10:30 福賀小学校グラウンド
福賀小学校・
福賀公民館

26 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

26 日 ふれあいキッチン(宇田郷地区　井部田) 8:30 井部田公民分館 民生課

26 日 ふれあいキッチン(奈古地区　水ヶ迫・美里) 9:00 町民センター 民生課

26 日 ABUウォーターボーイズ夏公演 19:30 道の駅温水プール
まちづくり推
進課

27 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 月 食改運営委員会 13:30 役場中会議室 民生課

28 火 ふれあいキッチン(宇田郷地区　郷) 9:00 ふれあいセンター 民生課

28 火 保育園避難訓練・交通安全指導 10:45 みどり保育園 みどり保育園

28 火 第3回イージス・アショア住民説明会 19:00 のうそんセンター 総務課

29 水 阿武町議会全員協議会 14:00 16:00 委員会室 議会事務局

29 水 第3回イージス・アショア住民説明会 19:00 ふれあいセンター 総務課

30 木 ひよこクラブ 9:45 ほっとハウスみどり みどり保育園

30 木 平成３０年度第１回国民健康保険運営協議会 16:30 18:30 役場会議室 民生課

30 木 宇田ふれあいスリッパ卓球大会 19:00 21:30 ふれあいセンター 宇田ふれあいクラブ

31 金 ふれあい祭り運営委員会 19:30 21:00 ふれあいセンター 宇田郷公民館
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開始 終了

1 土 ふれあいキッチン(宇田郷地区　宇田浦) 8:30 　 漁村センター 民生課

1 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

2 日 宇田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

2 日 ふれあいキッチン(奈古地区　西の1) 9:00 西の1公民分館 民生課

2 日 佐世保音楽隊　自衛隊コンサート 13:00 16:00 町民センター文化ホール 総務課

3 月 奈古婦人会英会話② 9:30 11:00 町民センター 教育委員会

3 月 健康教室「さくら会」 9:00 12:30 町民センター 民生課

4 火 議会運営委員会（予定） 9:00 12:00 委員会室 議会事務局

4 火 ふれあいキッチン(奈古地区　河内) 9:00 河内公民分館 民生課

4 火 ふれあいキッチン(奈古地区　東方） 町民センター 民生課

5 水 奈古ストレッチ学習会 9:30 11:30 町民センター 民生課

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

6 木 ひよこクラブ 9:45 ほっとハウスみどり みどり保育園

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

7 金 敬老の日大会　奈古地区 11:00 13:30 町民センター 民生課

7 金 食の連携会議 14:00 役場小会議室 民生課

8 土 ふれあいキッチン(奈古地区　西の2) 9:00 民生課

8 土 介護者の集い 14:30 16:00 町民センター 社会福祉協議会

8 土 ふれあいキッチン(福賀地区　新田) 新田公民分館 民生課

9 日 阿武小・中合同大運動会 8:30 15:00 阿武小中グラウンド 教育委員会

10 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

11 火 阿武町議会９月定例会（予定）初日 9:00 16:00 議場 議会事務局

12 水 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 水 阿武町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

13 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 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 金 例月出納検査 8:20 11:00 役場会議室 監査員事務局

14 金 身体測定 10:45 みどり保育園

14 金 保護者会役員会 19:30 みどり保育園 みどり保育園

14 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

14 金 女団連阿武町の魅力再発見ツアー（奈古地区） 8:00 15:00 奈古地区 経済課

15 土 地域災害多職種研修会 14:00 16:00 サンライフ萩 民生課

16 日 山口ゆめ花博阿武町デー 13:00 15:00 山口きらら博記念公園 まちづくり推進課

16 日 奈古さつき婦人学級移動教室(ゆめ花博) 8:00 16:00 山口きらら博記念公園 中央公民館

18 火 心配ごと相談 9:00 12:00 町民センター 社会福祉協議会

日 曜日 行　　　　　事

予定時間

     平成３０年９月行事予定表

場　　　　所 主催・担当課
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開始 終了

日 曜日 行　　　　　事

予定時間

場　　　　所 主催・担当課

19 水 奈古ストレッチ学習会 9:30 11:30 町民センター 民生課

19 水 阿武町交通安全大会 13:45 16:40 町民センター文化ホール 総務課

19 水 介護家族のおしゃべり勉強会 13:30 浦野さん宅 社会福祉協議会

20 木 ひよこクラブ 9:45 ほっとハウスみどり みどり保育園

20 木 阿武町議会９月定例会（予定）最終日 13:30 16:00 議場他 議会事務局

21 金 のびのび幼児健診 13:00 17:00 母子健康センター 民生課

22 土 親子クッキング（ママの会） みどり保育園

22 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

22 土 21世紀の暮らし方研究所全体会 13:30 16:30 阿武町暮らし支援センター まちづくり推進課

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

25 火 誕生会 10:45 みどり保育園

27 木 宇田郷しあわせ会 9:30 ふれあいセンター 社会福祉協議会

27 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 木 ひよこクラブ 9:45 ほっとハウスみどり みどり保育園

28 金 交通安全指導　避難訓練 10:45 みどり保育園 みどり保育園

28 金 福賀ステップ運動教室 13:30 15:00 のうそんセンター 民生課

28 金 阿武町歴史講演会（奈古勘場日記と池田梁蔵） 13:30 15:00 町民センター多目的ホール 教育委員会

29 土 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 日 奈古グラウンドゴルフ 9:00 11:00 阿武小グラウンド 中央公民館

30 日 阿武町総合防災訓練 宇田郷
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開始 終了

2 火 ふれあいキッチン(宇田郷地区　つつら) 10:00 つづら公民分館 民生課

3 水 奈古ストレッチ学習会 9:30 11:30 町民センター 民生課

3 水 阿武町生改連視察研修会 9:00 15:00 福賀地区 経済課

6 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

6 土 集団健診 8:00 町民センター 民生課

7 日 障害者交流ソフトボール大会 8:30 15:30 阿武小中グラウンド 教育委員会

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 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

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

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 あぶのべっぴん市 河野酒造酒蔵
21世紀の暮
らし方研究

13 土 アイデア料理コンテスト２次審査 9:00 町民センター 民生課

14 日 あぶのべっぴん市（子どもとジャズ） 河野酒造酒蔵
21世紀の暮
らし方研究

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

14 日 認知症支援者研修会 12:00 16:00 町民センター
阿武町社会
福祉協議会

15 月 健康教室「さくら会」 9:00 12:30 町民センター 民生課

16 火 阿武町人権学習講座（宇田郷）　（候補日） 10:00 11:30 ふれあいセンター 教育委員会

17 水 奈古ストレッチ学習会 9:30 11:30 町民センター 民生課

17 水 第18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

18 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 日 奈古地区運動会 8:00 12:00 小中グラウンド 中央公民館

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

23 火 食改研修視察(花博) 山口きらら博記念公園 民生課

24 水 食改運営委員会 9:00 役場小会議室 民生課

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

26 金 福賀ステップ運動教室 13:30 15:00 のうそんセンター 民生課

28 日
仮　世界遺産大板山たたら製鉄遺跡～奈古
港　鉄の道ウォーキング

大板山たたら製鉄遺跡～道の駅阿武町 教育委員会

29 月 「阿武町高齢者福祉複合施設いらお苑」竣工式 9:30 11:30 福賀地内 民生課

29 月 「阿武町高齢者福祉複合施設いらお苑」内覧会 13:00 16:00 福賀地内 民生課

31 水 阿武萩農山漁村女性フォーラム 10:30 15:00 町民センター 経済課

日 曜日 行　　　　　事
予定時間

     平成３０年１０月行事予定表

場　　　　所 主催・担当課
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開始 終了

1 木 健診結果返却会（奈古） 8:30 15:00 町民センター 民生課

3 土 宇田郷ふれあい祭り 10:00 14:40 ふれあいセンターほか 宇田郷公民館

4 日 第３７回福賀大農業まつり 8:30 16:00
福賀小学校体育館
前広場

農村青年協
議会福賀公

7 水 奈古ストレッチ学習会 9:30 11:30 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

10 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

10 土 ルーラルフェスタ 9:00 15:00 福の里直売所 経済課

11 日 ルーラルフェスタ 9:00 15:00 福の里直売所 経済課

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

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 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 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

13 火 JFAこころのプロジェクト「ユメセン」 9:00 16:00 阿武小・中学校 教育委員会

14 水 阿武町人権学習講座（福賀）　（候補日） 10:00 11:30 のうそんセンター 教育委員会

16 金 のびのび幼児健診 13:00 17:00 母子健康センター 民生課

16 金 みどり保育園造形教育研究発表 多目的ホール みどり保育園

17 土 21世紀の暮らし方研究所全体会 13:30 16:30 阿武町暮らし支援センター まちづくり推進課

17 土 仮・復活ジャズフェスティバル　IN 阿武 18:00 21:00 町民センター文化ホール
実行委員会
教育委員会

18 日 消防団協力隊講習会 9:00 町民センター 総務課

21 水 奈古地区文化展（～23日)(仮) 8:30 17:00 町民センター 中央公民館

21 水 奈古ストレッチ学習会 9:30 11:30 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 さん３ふるさと祭り候補日
実行委員会
教育委員会

23 金 奈古地区文化展（～25日)(仮) 8:30 17:00 町民センター 中央公民館

25 日 さん３ふるさと祭り候補日
実行委員会
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

30 金 福賀ステップ運動教室 13:30 15:00 のうそんセンター 民生課

30 金 地域づくり研究集会 9:00 14:00 町民センター 経済課

日 曜日 行　　　　　事
予定時間

     平成３０年１１月行事予定表

場　　　　所 主催・担当課
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開始 終了

1 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

1 土
人権を考える集い推進大会　ゴルゴ松本講
演会

14:00 16:00 町民センター文化ホール 教育委員会

2 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

5 水 奈古ストレッチ学習会 9:30 11:30 町民センター 民生課

6 木 宇田郷のびのびストレッチ学習会 9:30 11:30 ふれあいセンター 民生課

9 日 宇田ふれあい体育館清掃作業 8:00 9:30 ふれあい体育館ほか 宇田郷公民館

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

10 月 健康教室「さくら会」 9:00 12:30 町民センター 民生課

10 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 水 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

14 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

19 水 奈古ストレッチ学習会 9:30 11:30 町民センター 民生課

20 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

21 金 福賀ステップ運動教室 13:30 15:00 のうそんセンター 民生課

22 土 仮　野々村綾乃クリスマスコンサート予定日　 町民センター文化ホール 教育委員会

23 日 仮　野々村綾乃クリスマスコンサート予備日 町民センター文化ホール 教育委員会

日 曜日 行　　　　　事
予定時間

     平成３０年１２月行事予定表

場　　　　所 主催・担当課
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