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5月分

行事・会議名等

8:30 辞令交付式（5/1付人事異動）

28 月

29 火

30 水

第２応接室
大野町 大分県央飛行場

13:00 佐藤 ナツヱ 様（三重町宮野）100歳のお祝い

自宅

15:00 豊後大野市チャレンジデー第1回実行委員会

中央公民館 視聴覚室

13:30 平成30年度 豊後大野市学校教育振興協議会 総会

三重中学校

10:00 第75回 犬飼名物どんこ釣り大会

犬飼大橋下流

11:00 太神（ｵｵｶﾞ）ユキコ 様（三重町赤嶺）100歳のお祝い

介護老人保健施設 豊西苑

9:00 JA豊肥事業部ピーマン選果場 竣工式

大野町 集出荷場

18:00 株式会社ぶんごおおのエナジー取締役会

第２応接室

10:00 大分県ユネスコエコパーク推進協議会

県庁

14:00 豊後大野市非核平和推進協議会 総会

市役所５階 第1委員会室

15:00 大分県草地飼料協会 監査会

第１応接室

16:00 朝地町綿田地区の地すべりに係る災害対策会議

第２応接室

13:00 第122回 九州市長会 総務省等説明・総会

ホテルニューオータニ佐賀

17:30 自転車を活用したまちづくりを推進する全国市町村長の会 説明会

ホテルニューオータニ佐賀

9:00 第122回 九州市長会 意見交換会

ホテルニューオータニ佐賀

11:00 平成30年度 豊後大野市自衛隊家族会定期総会

ホテル豊洋

13:30 恩賀 劜（ｵﾝｶﾞ･ｱﾂ）様（女性：大野町桑原）100歳のお祝い

偕生園ショートステイサービス

9:30 千歳らくらく広場ひょうたん 3周年

千歳支所 保健センター

10:30 大分県多面的機能支払推進協議会 監査会

第１応接室

14:00 豊後大野市自治会連合会 理事会（平成30年度第１回）

正庁ホール

17:00 平成30年度 豊後大野市地域保健委員会 総会

市役所1階 保健センター

15:00 あけあじ健幸（けんこう）セミナー

エイトピアおおの 小ホール

10:00 臨時議会

議会議事堂

13:00 命と暮らしを守る道づくり全国大会（当日）

砂防会館 別館 シェーンバッハサボー

14:30 命と暮らしを守る道づくり全国大会 県選出国会議員への要望活動（帰庁）

国会議員会館

13:30 清川産直友の会 第13回定期総会

神楽会館 会議室

16:00 三重町春秋会 平成30年度総会

ますの井

18:00 三重原地域環境問題代表者会議

第２応接室

11:00 平成30年度 在京大分県人会 総会・懇親会（当日・帰庁）

TKPガーデンシティ品川1階

10:30 豊後大野市遺族会連合会 平成30年度総会

ホテル豊洋

14:00 豊後大野市商工会 平成30年度通常総代会

三重農村環境改善センター

19:00 豊後大野市体育協会 総会

中央公民館 視聴覚室

10:30 大分県防犯協会 平成30年度定例理事会

大分センチュリーホテル3階藤の間

19:00 清掃センター公害防止協議会

清掃センター

10:30 豊後大野市和牛振興会 平成29年度総代会

JA営農管理センター2階

15:00 株式会社ぶんごおおのエナジー 第1回定時株主総会

中央公民館 第1会議室

9:30 豊後大野市農林業振興公社 平成30年度第1回理事会

大野町 公社事務所

11:30 チャレンジデー2018 エール交換

中央公民館 視聴覚室

10:30 日本ジオパークネットワーク通常総会（当日）

国会議員会館

13:00 ジオパーク活性化推進議員連盟総会（当日・帰庁）

国会議員会館

8:30 ひがしこども園 親子ふれあい運動会
9:00 第2回 犬飼町商工会杯並びに県民すこやかスポーツ祭グラウンドゴルフ大会

ひがしこども園
三重町内田 三国寮
犬飼公民館グラウンド

17:00 豊後大野市料飲店組合 平成30年度通常総会

ホテル豊洋

10:00 管内経済団体への採用枠の早期確保・求人票の早期提出要請

第２応接室

11:00 平成30年度 大分中部流域林業活性化センター総会

市役所5階 委員会室

13:00 おおいた豊後大野ジオパーク推進協議会 総会

市役所5階 第1委員会室

15:00 豊後大野市自治会連合会 総会

正庁ホール

10:00 豊後大野市防犯協会理事会

豊後大野警察署3階

13:30 大分県農業農村振興公社 平成30年度第1回理事会

ホテル日航大分オアシスタワー3階花の間

15:00 大分県市町村職員共済組合 監事会

市町村会館３階 共済組合役員室

19:00 豊後大野市認定農業者連絡協議会 平成30年度総代会

中央公民館 視聴覚室

6:20 チャレンジデー2018 オープニングイベント

市役所本庁舎前駐車場

9:00 豊後大野市防災パトロール

消防本部 2階会議室

18:30 豊後大野市教育保育協議会 総会

31 木

所

10:20 平成30年度 大分県防災航空隊「安全を誓う日」

11:00 盲養護老人ホーム三国寮 落成式

27 日

場

8:30 辞令交付式（教育委員 矢野憲一氏：三重町）

三重大原総合体育館 2階研修室
第２応接室

10:30 祖母・傾・大崩ユネスコエコパーク推進協議会（両県）

佐伯市役所 6階大会議室

14:00 豊後大野租税教育推進協議会 総会

三重税務署 2階会議室

15:30 中嶋 カヨ 様（三重町市場）100歳のお祝い

土生医院

