
開始 終了

1 金 ふれあいキッチン(奈古地区　東方) 9:00 町民センター 民生課

1 金 豆まき・会食 10:30 みどり保育園 みどり保育園

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

2 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 ・
福賀スポ少

2 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

2 土 ふれあいキッチン(宇田郷地区　宇田中央　郷) 9:00
ふれあいセン
ター

民生課

2 土 ふれあいキッチン(宇田郷地区　宇田浦) 9:00 漁村センター 民生課

3 日 奈古親子バレンタインクッキング教室 9:00 12:00 町民センター 中央公民館

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

3 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

4 月 ふれあいキッチン(宇田郷地区　宇田中央　田部) 9:00 田部公民分館 民生課

4 月 奈古婦人会英会話教室 9:30 町民センター 中央公民館

6 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 水 阿武町町っ子栄光賞等選考委員会 9:30 11:00 町民センター 教育委員会

6 水 一般介護予防事業講演会 10:00 11:45 ふれあいセンター民生課

6 水 奈古地区寿齢大学２月講座 16:00 22:00 ルネッサ長門 中央公民館

7 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

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

8 金 奈古さつき婦人学級２月講座･閉講式 9:00 13:00 町民センター 中央公民館

10 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 日 ふれあいキッチン(宇田郷地区　宇田中央　つづら) 9:00 つづら公民分館 民生課

10 日 ふれあいキッチン(奈古地区　上郷) 9:00 上郷公民分館 民生課

10 日 農）木与なぎさファーム通常総会 9:30 12:00 木与公会堂 経済課

11 月 阿武町林業振興会定時総会 13:30 15:00 のうそんセンター 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

13 水 身体測定 10:45 みどり保育園

13 水 職員人権研修 14:00 15:00 役場会議室 民生課

13 水 1/4works会議 9:30 11:30 のうそんセンター まちづくり推進課

14 木 キャラバンメイト勉強会 9:30 13:00 のうそんセンター 社会福祉協議会

14 木 職員人権研修 14:00 15:00 役場会議室 民生課

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

14 木 農）飯谷・笹尾通常総会 10:30 12:00 のうそんセンター 経済課

15 金 農）あぶの郷通常総会 10:00 11:30 のうそんセンター 経済課

16 土 生活発表会 9:00 12:00 みどり保育園本園 みどり保育園

16 土 ふれあいキッチン(奈古地区　西の2) 9:00 民生課

日 曜日 行　　　　　事
予定時間

     平成３１年２月行事予定表

場　　　　所 主催・担当課

1



16 土 ふれあいキッチン(福賀地区　宇生賀中央　伊豆) 伊豆公民分館 民生課

16 土 阿武町栄光文化賞・阿武町っ子栄光賞授与式 9:30 11:30 多目的ホール 教育委員会

16 土 ABuQuRoづくりワークショップ１回目 13:30 16:30 多目的ホール まちづくり推進課

16 土 農）うもれ木の郷通常総会 14:00 17:00 のうそんセンター 経済課

17 日 農）宇久ファーム通常総会 10:00 12:00 宇久集会所 経済課

18 月 健康教室「さくら会」 9:00 12:30 町民センター 民生課

18 月 ふれあいキッチン(奈古地区　木与） 9:00 木与公民分館 民生課

18 月 ふれあいキッチン(奈古地区　浜の２) 阿武町暮らし支援センター 民生課

20 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 水 (有)ドリームファーム阿武総会 10:00 11:30 役場2階大会議室 経済課

20 水 誕生会 10:45 みどり保育園 みどり保育園

20 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

21 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

21 木 福賀婦人会 支部長集会 9:30 12:00 のうそんセンター 福賀婦人会

21 木 1/4works（援農）募集イベント 19:00 21:30 大阪市 まちづくり推進課

22 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

23 土 ふれあいキッチン(奈古地区　浜の１) 9:30 民生課

23 土 ABuQuRoづくりワークショップ２回目 13:30 16:30 多目的ホール まちづくり推進課

24 日 ふれあいキッチン(奈古地区　西の3) 9:00 町民センター 民生課

24 日 大板山たたら製鉄遺跡「鉄の道」探査・整備事業報告会 9:00 14:30
大板山～奈古 鉄の道
大板山たたら製鉄遺跡
「たたら館」

教育委員会

24 日 農）福の里通常総会 13:30 15:00 のうそんセンター 経済課

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

25 月 阿武町サロン交流会 13:30 町民センター 社会福祉協議会

25 月 女団連消団連合同役員会 9:00 16:00 小会議室 経済課

26 火 阿武町議会運営委員会（予定） 9:00 11:30 役場委員会室 議会事務局

26 火 避難訓練・交通安全指導 10:45 みどり保育園

27 水 奈古メンズキッチン２月講座･閉講式 9:30 13:00 町民センター 中央公民館

28 木 水田営農推進員会議 10:00 11:30 町民センター多目的ホール 経済課

28 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

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 福賀昭和会 料理教室 9:00 14:00 のうそんセンター 福賀昭和会
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開始 終了

1 金 阿武町選挙管理員会 9:00 11:00 役場会議室 選管

1 金 ひなまつり・誕生会・会食 10:30 みどり保育園

1 金 保護者会合同役員会 19:30 みどり保育園

2 土 ママの会奉仕作業（本園） 9:00 11:30 みどり保育園 みどり保育園

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

2 土 認知症対応勉強会 10:00 11:30 のうそんセンター
社会福祉協
議会

2 土 阿武町版花嫁花婿プログラム 10:00 17:00 尾無公民分館
まちづくり推
進課

3 日 奈古婦人会総会　記念講演｢ジオパークの使い方｣ 9:00 12:00 町民センター多目的ホール 奈古婦人会

4 月 阿武町議会定例会初日（予定） 9:00 16:00 役場議場 議会事務局

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 介護予防ボランティア交流研修会 13:30 16:00 町民センター
社会福祉協
議会

5 火 身体測定 10:45 みどり保育園 みどり保育園

6 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 水 お別れ遠足 10:30 グリーンパーク他 みどり保育園

7 木 仮入園・ひよこクラブ 9:45 12:30 ほっとハウスみどり みどり保育園

8 金 なわとび大会 10:45 みどり保育園

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 阿武中学校卒業式 9:30 阿武中学校屋内運動場 教育委員会

9 土 奉仕作業・保護者会（分園） 8:30 11:30 みどり保育園（分園） みどり保育園

9 土 宇田郷ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱつくし会総会　記念講演｢(仮)ｼﾞｵﾊﾟｰｸ｣ 9:30 12:00 ふれあいセンター つくし会

10 日 宇田郷婦人会総会 9:00 11:30 ふれあいセンター 宇田郷婦人会

10 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 日 萩ジオフェア　認定記念シンポジウム 14:00 19:00 町民センター 教育委員会

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

11 月 男性介護者の集い 13:30 15:00 浦野さん宅
社会福祉協
議会

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

12 火 食の連携会議 14:00 役場2階小会議室 民生課

13 水 阿武町議会定例会第２日（予定） 9:00 16:00 役場議場 議会事務局

14 木 食改役員会 9:00 役場大会議室 民生課

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

14 木 ひよこクラブ 9:45 11:30 ほっとハウスみどり

15 金 心配ごと相談 9:00 12:00 町民センター
社会福祉協
議会

15 金 行財政改革等特別委員会（予定） 9:00 16:00 役場委員会室 議会事務局

15 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 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

日 曜日 行　　　　　事
予定時間

     平成３１年３月行事予定表

場　　　　所 主催・担当課
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16 土 みんなの移住計画祭2019現代版参勤交代（～17日） 13:00 東京都 まちづくり推進課

17 日 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

17 日 高校生クッキング教室 9:30 13:30 町民センター 中央公民館

19 火 社会福祉協議会理事会 13:30 社会福祉協議会
社会福祉協
議会

20 水 阿武小学校卒業式 9:30 阿武小学校 教育委員会

20 水 福賀小学校卒業式 9:30 福賀小学校 教育委員会

20 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 水 ひよこクラブ 9:45 11:30 ほっとハウスみどり

20 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

21 木 徘徊捜索模擬訓練 8:30 11:30 福賀地区 民生課

22 金 阿武町議会定例会最終日（予定） 14:00 16:00 役場議場 議会事務局

22 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

23 土 みどり保育園福賀分園卒園式 9:00 福賀分園 みどり保育園

23 土 みどり保育園卒園式 10:30 みどり保育園 みどり保育園

23 土 ABUウォーターボーイズ 春公演 19:00 19:30 道の駅阿武町 温水プール 教育委員会？

24 日 宇田ふれあいクラブ文化フェスティバル 13:30 17:00 ふれあいセンター 宇田ふれあいクラブ

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 宇田郷寿齢大学移動教室 7:10 町外 宇田郷公民館

25 月 社会福祉協議会評議員会 13:30 社会福祉協議会
社会福祉協
議会

25 月 阿武町健康づくり推進協議会 13:30 15:00 役場大会議室 民生課

25 月 阿武町子ども子育て会議 15:00 17:00 役場大会議室 民生課

26 火 交通安全指導・避難訓練 11:00 みどり保育園

27 水 無角和種振興公社第２回理事会 9:30 11:00 大会議室 経済課

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 日本赤十字移動献血 9:30 11:30 阿武町役場 民生課

28 木 日本赤十字移動献血 13:15 15:30 （株）ナベル山口工場 民生課

28 木 阿武町地域福祉運営協議会 16:00 17:00 役場大会議室 民生課

28 木 阿武町生活支援体制整備事業協議体運営会議 17:15 18:00 役場大会議室 民生課

29 金 修了式

29 金 山口県議会議員一般選挙　告示 選管
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