
市町村 類型 古典の日 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

日出町 ② 園内運動会
園内運動会を通して育ちの様子を見てもらい、保
護者や祖父母と交流を深めます。

１０月２１日（水） 豊岡小学校　体育館 豊岡幼稚園 無料 0977-72-4121

日出町 ② 体験入園
来年度入園対象児とその保護者に日頃の保育を
公開し体験してもらいます。

１１月６日（金） 豊岡幼稚園 豊岡幼稚園 無料 0977-72-4121

日出町 ② 園公開日 日頃の園生活の様子を公開します。 １１月１２日（木） 豊岡幼稚園 豊岡幼稚園 無料 0977-72-4121

日出町 ② 園内運動会
園内運動会を通して保護者や祖父母と交流しま
す。

１０月２３日（金） 日出小学校　校庭 日出幼稚園 無料 0977-72-4116

日出町 ② 園公開日 日頃の様子を保護者や地域の方に公開します。 １１月６日（金） 日出幼稚園 日出幼稚園 無料 0977-72-4116

日出町 ② 園公開日
保護者や祖父母に日頃の保育の様子を公開しま
す。

１０月２２日（木） 藤原幼稚園 藤原幼稚園 無料 0977-72-5030

日出町 ② 体験入園
体験入園児とその保護者に日頃の保育の様子を
公開します。

１０月２９日（木） 藤原幼稚園 藤原幼稚園 無料 0977-72-5030

日出町 ② 園内運動会 保護者や祖父母参加の運動会です。 １１月６日（金） 藤原小体育館 藤原幼稚園 無料 0977-72-5030

日出町 ② 園公開日 日常保育を保護者や地域の方に公開します。 １１月１２日（木） 川崎幼稚園 川崎幼稚園　 無料 0977-72-5029

日出町 ➁ 園内運動会 保護者や祖父母と一緒に交流を図ります。 １１月２６日（木） 川崎小学校　体育館 川崎幼稚園 無料 0977-72-5029

日出町 ② 園公開・家庭教育講座 家庭教育講座や保育を公開します。 １０月２２日（木） 大神幼稚園
大神幼稚園
大神地区公民館

無料 0977-72-4120

日出町 ② 園内運動会 保護者や祖父母と交流します。 １１月１３日（金） 大神幼稚園 大神幼稚園 無料 0977-72-4120

日出町 ② 老人会とのふれあい 地域の老人クラブの方と交流します。 １１月２０日（金） 大神幼稚園 大神幼稚園 無料 0977-72-4120

日出町 ② 体験入園 未就園児と交流します。 １１月３０日（月） 大神幼稚園 大神幼稚園 無料 0977-72-4120

日出町 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開します。 １１月１２日（木） 豊岡小学校 豊岡小学校 無料 0977-72-2333

「おおいた教育の日」普及期間の取組（日出町）
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日出町 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開します。 １１月６日（金） 日出小学校 日出小学校 無料 0977-72-2011 午前9時～12時

日出町 ②③ 学校公開日
「管楽器プレイヤーズ大分」による演奏会を行い
ます。

１０月２２日（木） 藤原小学校 藤原小学校 無料 0977-72-2830
未確定

（コロナ関連）

日出町 ② 学校公開日 音楽を中心に日頃の学習成果の発表をします。 １２月４日（金） 藤原小学校 藤原小学校 無料 0977-72-2830
未確定

（コロナ関連）

日出町 ② 学校公開 日頃の授業の様子を公開します。 １１月１２日（木） 川崎小学校 川崎小学校 無料 0977-72-2428

日出町 ② 昔の遊び体験 老人クラブの方に昔の遊びを教えて頂きます。 １１月１２日（木） 川崎小学校（1年教室） 川崎小学校 無料 0977-72-2428

日出町 ② いじめ未然防止授業
スクールロイヤーを招いて、いじめの未然防止に
ついて話をしてもらいます。

１１月１２日（木） 川崎小学校（6年教室） 川崎小学校 無料 0977-72-2428

日出町 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開します。 １０月２２日（木） 大神小学校 大神小学校 無料 0977-72-2812

日出町 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開します。 １０月１５日（木） 日出中学校 日出中学校 無料 0977-72-2107

新型コロナウイル
ス感染症予防の
ため中止の場合
もあり。

日出町 ② 文化祭 本校の文化祭の様子を公開します。 １１月２０日（金） 日出中学校 日出中学校 無料 0977-72-2107

新型コロナウイル
ス感染症予防の
ため中止の場合
もあり。

日出町 ② 大神中文化祭
学校公開日を兼ねた文化祭で合唱等を発表しま
す。

１１月２１日（土）
大神中学校
体育館　他

大神中学校 無料 0977-72-2308

日出町 ③ フルールミニコンサート フルートのアンサンブルです。 １０月１０日（土） 町立図書館 町立図書館 無料 0977-72-3232

日出町 ③ 読書週間講演会 堀先生による講演「日出町と滝廉太郎」です。
未定

(10月か11月に開
催)

町立図書館 町立図書館 無料 0977-72-3232

日出町 ② 暘谷祭（文化祭） 体育館でのステージ発表や生徒作品展示します。 11月20日(金) 日出総合高等学校 日出総合高等学校 無料 0977-72-2855
生徒・職員のみ
(保護者・一般公開

無)

日出町 ① 第７１回大分県公民館研究大会
各地の公民館における事例発表ならびに研究協
議です。

１０月２０日（火） 日出町中央公民館
大分県公民館連合会
別府地区公民館連合会

無料 097-506-5561


