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竹田市 ② げんきまつり 地域交流を兼ねた体育発表会 9月24日
大分県立竹田支援学校
グランド

大分県立竹田支援学校 無料 0974-63-0722

竹田市 ② 地域ふれあい作品展 授業の様子や絵画等児童生徒作品の紹介
10月10日
～13日

大分銀行竹田支店 大分県立竹田支援学校 無料 0974-63-0722

竹田市 ② なかよしまつり 地域交流を兼ねた学習発表会 10月21日
大分県立竹田支援学校
体育館及び教室

大分県立竹田支援学校 無料 0974-63-0722

竹田市 ② 地域ふれあい作品展 授業の様子や絵画等児童生徒作品の紹介
10月27日
11月～2日

サンリブ竹田店 大分県立竹田支援学校 無料 0974-63-0722

竹田市 ② 久住校体育大会 久住校の体育大会　地元の盆踊り等実施します。 10月3日 久住校グラウンド 三重総合高校久住校 無料 0974-77-2200

竹田市 ② 黒岳清掃登山 登山道の清掃をしながら黒岳登山を実施します。 10月27日 黒岳 三重総合高校久住校 無料 0974-77-2200

竹田市 ② 学校開放 授業・実習の公開・午後は講演会実施予定です。 11月3日 三重総合高校久住校 三重総合高校久住校 無料 0974-77-2200

竹田市 ② 久住校学園祭 生徒の実習生作品（農産物他）の展示即売等 11月19日 三重総合高校久住校 三重総合高校久住校 0974-77-2200

竹田市 ② 中学生体験入学 中学校３年生の生徒及び保護者への学校紹介 9月23日 竹田高校 竹田高等学校 無料 0974-63-3401

竹田市 ② 公開授業 日頃の授業及び研究授業(6限)を公開します。
10月6日
10月13日

竹田高校 竹田高等学校 無料 0974-63-3401

竹田市 ② 強歩大会 本校の強歩大会(1～3年生対象)を実施します。 11月22日 竹田高校 竹田高等学校 無料 0974-63-3401

竹田市 ① 親子人権講演会 親子で命の尊さや人権の大切さについて学びます。 10月22日 竹田小学校 竹田小ＰＴＡ 無料 0974-63-1062

竹田市 ③
音楽劇「瀧廉太郎物
語」

桐朋学園短期大学の卒業生を中心とした劇団による音楽劇 11月10日 竹田小学校体育館 竹田市文化政策課 無料
0974-63-4837

（竹田小63-1062）

竹田市 ② 公開研究発表会 竹田小「竹田郷土学」の公開研究発表会を行います。 11月21日 竹田小学校 竹田小学校 無料 0974-63-1062

竹田市 ② ＰＴＡふれあい集会 家族のふれあい活動（軽スポーツ） 10月14日 豊岡小学校 豊岡小学校ＰＴＡ 無料 0974-63-1063

竹田市 ① ふれあいフェスタ 地域の方と児童のふれあい活動とふれあいバザー 10月15日 南部小学校 南部小学校 無料 0974-63-1064

竹田市 ② 友情の蛍答礼訪問 別府重度障害者センターの方と交流会 11月9日 南部小学校 南部小学校 無料 0974-63-1064

竹田市 ①
第26回入田地区合同
文化祭

地域の文化祭に児童が参加　児童の学習発表等行います。 11月18日 祖峰小学校体育館
入田地区社会福祉協議
会

入田分館
0974-62-2955

竹田市 ② 人権講演会 プレイバックシアター 10月6日 菅生小学校体育館 菅生小学校 無料 0974-65-2221

竹田市 ② 祖父母学級 授業公開、祖父母の方々とのふれあい活動等 10月24日 菅生小学校体育館 菅生小学校 無料 0974-65-2221

竹田市 ② ゴミ０大作戦 地域のゴミ拾い、清掃活動 11月10日
菅生小学校運動場
菅生地区

菅生小学校 無料 0974-65-2221

竹田市 ② 公開研究発表 小規模校学力向上推進校公開研究発表（3年次） 11月16日 菅生小学校 菅生小学校 無料 0974-65-2221
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竹田市 ②
学校公開（敬老福祉・
食彩まつり）

授業公開、地域の方や保護者とのもちつき、地域行事への
参加

10月29日
宮城台小学校
教室、体育館

宮城台小学校 0974-66-2053

竹田市 ②
城原っ子フェステｨバ
ル

栽培した米・イモの収穫祭及び学校応援地域ボランティアに
感謝する会

11月18日 城原小学校体育館・教室 城原小学校 無料 0974-66-2013

竹田市 ②
授業公開・人権講演
会

授業公開及び人権講演会を行い、親子で人権について学び
ます。

11月11日 荻小学校各教室・体育館
荻小学校・荻小学校ＰＴ
Ａ

無料 0974-68-2006

竹田市 ② 音楽発表会 緑ヶ丘中生徒と荻小児童の合同音楽発表会 10月27日 荻小学校体育館
緑ヶ丘中学校生徒会・荻
小学校児童会

無料 0974-68-2006

竹田市 ①
家族オリエンテーリン
グ

家族で白丹地区歩きクイズを解きながらオリエンテーリング
を行います。

11月5日 白丹小学校
白丹小学校
白丹小学校PTA保体部

無料 0974(76)1151

竹田市 ② 授業公開日
日頃の授業の様子を保護者地域の方に参観してもらいま
す。

10月14日 久住小学校 久住小学校 無料 0974-76-0019

竹田市 ② 授業公開日
日頃の授業の様子を保護者地域の方に参観してもらいま
す。

11月14日 久住小学校 久住小学校 無料 0974-76-0019

竹田市 ②
人権教育研究会発表
会

人権教育研究会の指定を受けて本校の人権教育の取り組
みを発表します。

10月20日 久住小学校 久住小学校 無料 0974-76-0019

竹田市 ①② 稲刈り体験 ５年生が５月に植えた餅米を収穫します。 10月27日予定 久住小学校作付水田 久住小学校 無料 0974-76-0019

竹田市 ② 図書館祭り
読書もりもり月間の取り組みで本の良さや読書の楽しさを伝
えます。

11月9日 久住小学校 久住小学校 無料 0974-76-0019

竹田市 ② 地域清掃奉仕活動 宮処野神社・戦没者墓地公園の清掃活動 10月10日頃
都野神社・戦没者墓地公
園

都野小学校 無料 0974-77-2003

竹田市 ② 大船っ子集会 児童・生徒による合唱・合奏の発表会 10月27日 都野小学校 都野小中学校 無料 0974-77-2003

竹田市 ① 植樹祭 親子で「大分県竹田植樹」に参加、植樹活動 11月11日 未定 竹田市、イオン環境財団 無料 0974-77-2003

竹田市 ② 親子人権講演会 盲導犬協会の方の講演と盲導犬とのふれあい 11月11日 都野小学校 都野小ＰＴＡ 無料 0974-77-2003

竹田市 ② ふれあい学級 授業公開、地域の方々や祖父母との交流活動 10月28日 直入小学校 直入小学校 無料 0974-75-2250

竹田市 ② 健康教育研究発表会 授業参観、食育講演会 11月30日 直入小学校 直入小学校 無料 0974ｰ75ｰ2250

竹田市 ② 蛍雪祭（文化祭） 演劇・展示・合唱・演奏等の発表 11月19日 竹田中学校体育館 竹田中学校 無料 0974-63-1070

竹田市 ②
竹田南部中学校文化
祭

各学年による演劇、合唱、教科展示など 11月18日 竹田南部中学校体育館 竹田南部中学校 無料 0974-63-1072

竹田市 ② 文化祭 １日間の校内文化祭 11月19日 緑ヶ丘中学校体育館 緑ヶ丘中学校生徒会 無料 0974-68-2012

竹田市 ② 校内弁論大会 学級（学年）代表2名による弁論大会 10月20日 緑ヶ丘中学校体育館 緑ヶ丘中学校国語科 無料 0974-68-2012

竹田市 ② 荻ふるさと祭り 行事に係る地元学校の参加（全校生徒による合唱） 11月3日 荻町エリア 竹田市 無料 0974-68-2012

竹田市 ③
音楽劇「瀧廉太郎物
語」

桐朋学園短期大学の卒業生を中心とした劇団による音楽劇 11月10日 竹田南部中学校体育館 竹田市文化政策課 無料 0974-63-4837
（竹田南部中63-1072）
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竹田市 ① 校内日本語弁論大会 各学年の代表による日本語弁論大会です。 10月中旬 久住中学校 久住中学校 無料 0974-76-0049
日程は9月上旬
に確定します。

竹田市 ① 校内文化祭 生徒の演劇・合唱の発表と教科毎の展示があります。 11月23日 くじゅうサンホール 久住中学校 無料 0974-76-0049

竹田市 ③ 大船っ子集会 児童・生徒による合唱・合奏の発表会 10月27日 都野小学校体育館 都野中学校 無料 0974-77-2004

竹田市 ③ 校内弁論大会 各学年代表による弁論大会 10月27日 都野小学校体育館 都野中学校 無料 0974-77-2004

竹田市 ③ 親子陶芸教室 陶芸家の方をＧＴとして招き、親子で陶器を制作します。 10月28日 都野中学校 都野中学校 0974-77-2004

竹田市 ③ 校内文化祭 各学年による演劇、全校合唱、保護者による朗読や合唱等 11月18日 都野中学校体育館 都野中学校 無料 0974-77-2004

竹田市 ③ 直入中文化祭 演劇，合唱，弁論，教科展示など 11月23日 直入中体育館 直入中学校生徒会 0974-75-2260

竹田市 ① いもほり 園児と上鹿口老人クラブの方々によるさつまいもの収穫 11月上旬 竹田市上鹿口の畑 竹田幼稚園 無料 0974-63-1081

竹田市 ② ふれあい収穫祭
君ケ園老人会と芋掘りをし、園児と交流会をして親睦をはか
る。

11月上旬 君ケ園芋畑・南部幼稚園
南部幼稚園・君ケ園老
人クラブ

無料 0974-63-1084

竹田市 ① 親子バスえんそく 園外で子ども、親、教師の親睦を深めます 10月5日 阿蘇カドリードミニオン 直入幼稚園 0974-75-2230

竹田市 ②
秋の自然物を使って
あそぼう

祖父母と一緒に、自然物を使って、つくって遊びます。 10月26日 直入幼稚園 直入幼稚園 0974-75-2230

竹田市 ①
就学前教育講演会並
びに着ぐるみ人形劇

市内公立幼稚園３園の保護者・園児・園児の兄弟・を対象
に、親は講演会、子どもたちには、人形劇を開催

10月30日 社会福祉総合センター
竹田市公立幼稚園ＰＴＡ
連合会

0974-75-2230

竹田市 ①
なかよしようちえんパー
ト２

市内公立幼稚園３園の園児たちによる交流会 11月13日 南部小・南部幼 竹田市公立幼稚園会 0974-63-1084

竹田市 ② 大運動会 運動会 9月30日 竹田南高校グランド しらゆり幼稚園 0974-63-2223

竹田市 ② 芋掘り集会 園児と地域の方との交流(サツマイモ掘りと収穫祭） 11月上旬 竹田市飛田川の畑 しらゆり幼稚園 0974-63-2223

竹田市 ③
第71回瀧廉太郎記念
全日本高等学校声楽
コンクール

全国から高校生が集う声楽コンクール
10月14日～16
日

くじゅうサンホール
竹田市・竹田市教育委員会・
瀧廉太郎記念音楽祭実行委
員会

無料 0974-63-4837

竹田市 ③
第69回画聖「田能村
竹田」先生をしのぶ美
術祭

小中高校生の絵画、書道の特賞作品の展示
10月28日～11
月3日

久住公民館
竹田市・竹田市教育委
員会

無料 0974-63-4817

竹田市 ②
瀧廉太郎を偲ぶ音楽
祭

市内の幼稚園・小学校・中学校・支援学校による演奏発表
会

11月1日 竹田中学校 竹田教育振興協議会 無料 0974-68-2012

竹田市 ②
竹田市日本語弁論大
会

市内中学生による日本語の弁論大会 11月30日 直入中学校
竹田教育振興協議会

無料 0974-68-2012


