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臼杵市 ① ３つの教育推進フォーラム
臼杵市の３つの教育の啓発イベントです。（規
模を縮小して実施）

10月27日 野津中央公民館 臼杵市教育委員会 無料
学校教育課
0972-86-2729

臼杵市 ① 荘田平五郎没後100年講演会
荘田平五郎が歩んだ明治日本～造船から未来を
見つめる～

10月15日 臼杵中央公民館 秘書・総合政策課 無料 0972-63-1111(内線2116)

臼杵市 ① 第５０回　野津町文化祭 様々な文化活動の発表イベントです。
展示：10月26日～11月6

日
発表会：11月5日・6日

野津中央公民館
吉四六の里文化推進
協議会

無料
社会教育課
0974-32-2270

臼杵市 ① 普賢寺もみじスケッチ大会 秋の普賢寺でスケッチをするイベントです。 11月23日 野津町　普賢寺周辺 社会教育課 無料
社会教育課
0974-32-2270

臼杵市 ①
令和４年度　うすき図書館
まつり

こども司書や絵本作家による読み聞かせなど、
本の楽しさを味わえる催しです。

11月5日 野津中央公民館 社会教育課 無料
臼杵図書館
0972-62-3405

臼杵市 ① 第27回寺子屋まつり
スポーツ交流会や伝統芸能の発表がある催しで
す。

10月22日・23日 南野津地区公民館
寺子屋ん会・南野津
地区公民館

無料
南野津地区公民館
0974-32-3333

臼杵市 ①
2022吉四六の里スポーツ玉
入れ大会

1チーム4～6人で玉入れを楽しむ催しです。 11月5日 野津中央公民館 野津地区振興協議会 無料
野津地区振興協議会
0974‐24‐3034

臼杵市 ①
令和4年度まなびの町づくり
市民大学講座

講師のタレントの山田雅人氏と弁護士の菊池幸
夫氏の講演を通して学ぶ催しです。

11月5日・6日 野津中央公民館 社会教育課 無料
社会教育課
0974-32-2270

臼杵市 ①
第25回ふるさとふれあいま
つり

スポーツ交流会や伝統芸能の発表がある催しで
す。

11月12日 田野地区公民館
田野地区振興協議
会・田野地区公民館

無料
田野地区公民館
0974-32-7845

臼杵市 ①
令和4年度うすき秋のハーモ
ニカコンサート

臼杵・野津のハーモニカクラブ員によるコン
サートです。

11月20日 野津中央公民館
臼杵ハーモニカクラブ
野津ハーモニカクラブ

無料
0974-32-4337（工藤）
0972-63-7817（佐藤）

臼杵市 ① 山登り体験
学童期・思春期の子どもを持つ親の学びの場と
して開催。今回は、地元にある「大岩」の登山
体験。

11月3日 臼杵中央公民館 社会教育課 無料
社会教育課
0972-63-6444（臼杵市中央公民
館内）

臼杵市 ① 里帰り会「ぴっころ劇団」
乳幼児家庭教育学級の里帰り会として、親子で
劇を見て楽しいひとときを過ごします。

12月17日 臼杵中央公民館 社会教育課 無料
社会教育課
0972-63-6444（臼杵市中央公民
館内）

臼杵市 ② 中学校文化祭 各校の文化的な学習発表会です。 11月19日 各中学校 各学校 無料 各中学校

臼杵市 ② 小学校市内音楽会
臼杵市全小学校から代表が集まって行う音楽会
です。

11月25日 臼杵市民会館 臼教研音楽部会 無料

臼杵市 ② 中学校市内音楽会
臼杵市全中学校から代表が集まって行う音楽会
です。

11月26日 臼杵市民会館 臼教研音楽部会 無料

「おおいた教育の日」普及期間の取組（臼杵市）
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臼杵市 ② 学校家庭防災デー
登校時避難訓練を通して防災について学びま
す。

10月14日 臼杵公園 臼杵小学校 無料 ０９７２－６２－４１７５

臼杵市 ③ 能楽公演 能について県能楽連盟の方から学びます。 10月11日 北中学校 大分県芸振 無料 ０９７２－６２－３６０７

臼杵市 ③ 地域美術館in臼杵市
地域美術館を核とする地域の魅力を再発見・発
信する事業です。

10月5日～17日
臼杵市歴史資料館
臼杵市観光交流プラザ2
階

OPAM大分県立美術館
OPAM大分県立美術館
097-533-4500

臼杵市 ③
「地域美術館in臼杵市」に
係る「地域美術館体験講
座」

市内の小・中学生に向け、地域美術館を核とす
る地域の魅力を再発見・発信する事業です。

10月5日～17日 臼杵市歴史資料館 OPAM大分県立美術館 無料
OPAM大分県立美術館
097-533-4501

臼杵市 ③ うすきまちなかアート
個性豊かな作品たちをまち歩きとともに楽しめ
るイベントです。

10月1日～11月
13日

八町大路
臼杵市観光交流プラザ2
階
サーラ・デ・うすき

臼杵市教育委員会
元気のでるアート！実
行委員会

無料
「元気のでるアート!」実行
委員会
0972-63-5888

臼杵市
③
④

地域美術館in臼杵市 臼杵の
美術家や風土 ～大分県立美
術館コレクションを中心に
～

大分県立美術館主催の展覧会「地域美術館in臼杵市 臼杵の美術家や
風土 ～大分県立美術館コレクションを中心に～」の同時開催企画と
して「大分県立芸術緑丘高等学校 臼杵スケッチ・制作展」を開催い
たします。

10月5日～17日 臼杵市観光交流プラザ
公益財団法人大分県芸術文化
スポーツ振興財団・大分県立
美術館

無料
芸術緑丘高等学校：藤原雅
哉　097-543-2981

臼杵市 ③ ふれあい作品展
本校の取り組みや学校の様子を知っていただき、学
校と地域との交流の場を作る。写真や、絵画の共同
作品、美術作品、作業製品などの展示。

10月３１日～
11月２５日

大分銀行臼杵支店
大分銀行津久見支店

臼杵支援学校 無料
臼杵支援学校
０９７２－６２－３９３０

臼杵市 ①
おおいた食（ごはん）の日
学ぼう！うすきの食（ごは
ん）

ユネスコ食文化創造都市臼杵市で食文化を学ぶ
イベントを開催します。

11月13日.19日
臼杵市　サーラ・デ・う
すき他

大分県
大分朝日放送株式会社
参加者募集等については、特設
ＨＰを作成予定


