
開始 終了

1 火 ウエルカムパーティー 10:00 みどり保育園 みどり保育園

2 水 阿武町生改連・魚食普及料理講習会 9:00 16:00 江崎漁協センター外 農林水産課

2 水 奈古ストレッチ学習会 9:30 11:00 町民センター 健康福祉課

3 木 第２回スポーツ推進委員役員企画会議 18:30 20:30 町民センター 教育委員会

3 木 ふれあい祭りテナント・展示団体打ち合わせ会議 19:30 21:00 ふれあいセンター 宇田郷公民館

5 土 萩地域子ども会育成者・指導者研修会 9:30 12:00 阿武小中グラウンド 教育委員会

5 土 あぶのべっぴん市 10:00 21:00 奈古浦 阿武町ものづくりグループ

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
6 日 阿武町総合防災訓練 宇田郷 総務課

8 火 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

9 水 福祉スポーツ大会 9:00 14:00 体育センター 健康福祉課

9 水 宇田ふれあいボウリング大会 20:00 21:30 ユーズボウル萩 宇田ふれあいクラブ

10 木 食改役員会 9:00 役場大会議室 健康福祉課

10 木 いもほり・ひよこクラブ 9:30 みどり保育園いも畑 みどり保育園

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 健康福祉課

11 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 健康福祉課

11 金 奈古メンズキッチン 9:30 13:00 町民センター 中央公民館

11 金 身体測定 10:45 みどり保育園

11 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

11 金 福賀月例ボウリング大会 19:30 21:30 萩市内ボウリング場 福賀ボウリング倶楽部

12 土 萩交通安全協会 福賀分会 役員・評議員 合同研修視察 7:30 19:30 宇部・山陽小野田方面 萩交通安全協会福賀分会

12 土 阿武町歴史講座 10:00 11:30 町民センター 教育委員会

13 日 第８回障害者交流ソフトボール大会 8:00 15:00 小中グラウンド 教育委員会

13 日 保育園運動会・ひよこクラブ・みどりママの会 9:30 14:00 体育センター みどり保育園

13 日 宇田郷婦人会・婦人学級「移動教室｣ 7:40 16:30 豊浦・川棚方面 宇田郷婦人会

14 月 福賀婦人会・ＪＡ女性部合同研修旅行(10/14-15) 6:40 熊本・雲仙方面 福賀婦人会

15 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

15 火 誕生会 10:45 みどり保育園

15 火 福賀婦人会・ＪＡ女性部合同研修旅行(10/14-15) 18:40 熊本・雲仙方面 福賀婦人会

16 水 奈古ストレッチ学習会 9:30 11:00 ふれあいセンター 健康福祉課

16 水 宇田郷遺族会秋季慰霊供養 10:00 12:30 興昌寺 宇田郷遺族会

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

17 木 山口県国体選手によるソフトボール教室 13:00 16:30 阿武小中グラウンド 教育委員会

18 金 秋の遠足 10:00 グリーンパークなど みどり保育園

18 金 阿武萩ステキ女子会 10:30 14:00 阿武町暮らし支援センター 農林水産課

19 土 福賀みんなで歩こう会 ウォーキング教室 8:30 11:30 西台-東台-長沢 福賀公民館

19 土 アイデア料理コンテスト２次審査 9:00 町民センター 健康福祉課

20 日 奈古地区町民運動会 阿武小中グラウンド 中央公民館

20 日 萩交通安全協会福賀分会 カーブミラー清掃作業 8:00 10:00 福賀地区内 交通安全福賀分会

21 月 健康教室「さくら会」 9:00 12:30 町民センター 健康福祉課

21 月 人権学習講座(福賀) 10:00 12:00 福賀小学校orのうそんセンター 教育委員会

23 水 食改運営委員会 9:00 役場大会議室 健康福祉課

23 水 阿武萩農山漁村女性フォーラム 13:00 15:30 町民センター 農林水産課

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 健康福祉課

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

25 金 劇団杉の子観劇 15:15 16:15 みどり保育園（本園） みどり保育園

27 日 萩ジオパークアカデミー 10:00 15:00 ふれあいセンター他 萩ジオパーク推進協議会

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

30 水 歯科検診 9:30 みどり保育園（本園） みどり保育園

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 ハロウィンパーティー 10:00 みどり保育園（本園） みどり保育園
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