
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

中津市 ② オープンスクール
中学3年生とその保護者対象の体験入学会で
す。

9月23日 中津北高校 中津北高校 無料 0979-22-0244

中津市 ② 授業公開 授業を公開します。（2限～4限）
10月25日～
10月28日

中津北高校 中津北高校 無料 0979-22-0244

中津市 ② 人権講演会
部落差別問題の現実を学び、自己の生き方を考
える講演会です。

11月16日 中津北高校 中津北高校 無料 0979-22-0244

中津市 ② 授業公開 日頃の授業の様子を公開します。
10月31日～
11月4日

中津南高校 中津南高校 無料 0979-22-0224

中津市 ② 学校公開 日頃の授業の様子を１８時以降に公開します。 11月1日 中津東高校定時制 中津東高校定時制 無料 0979-32-2346
事前の申し込
みが必要

中津市 ② 昴華祭
ものづくり教室及びイベント（VRアトラクショ
ン等）を開催します。

11月12日 大分県立工科短期大学校
大分県立工科
短期大学校

無料 0979-23-5500

中津市 ② 第56回和敬祭
幼児教育学科学生による催しやステージ催事等
を行います。

11月27日 東九州短期大学
東九州短期大学
学友会

無料
http://www.higashikyu
syu.ac.jp/

中津市 ①
「大人が変われば子どもも
変わる」県民運動

「おおいた教育の日」推進大会にて、あいさつ
運動を実施します。

11月1日 中津文化会館
大分県青少年育成
県民会議

無料
大分県生活環境部
私学振興・少年課097-506-
3075

中津市 ② 体育大会 体育的な3色の競技会（運動会） 9月27日（火） 豊陽中学校グランド 豊陽中学校 無料 0979-22-0331 順延

中津市 ①②
クリーンアップ今津ゴミ０
デー

地域の方と協力して校区（今津地区）のゴミ拾
いを行います。

10月25日（火） 今津中学校校区 今津小学校・中学校 無料 0979－32－0002

中津市 ①② クリーアップ今津
地域の方と協力して校区のごみ拾いを行いま
す。

10月25日(火) 今津中校区 今津小‣今津中 無料
0979-32-0002
0979-32-0029

中津市 ③ 文化キャラバン
ピアノ演奏グループ「O’未来（オーミライ）｣
によるピアノコンサート

10月25日（火） 三光中学校体育館 NPO法人大分県芸振 無料 0979-43-2729

中津市 ③ パスマ音楽鑑賞会 ピアノ、歌唱等の音楽鑑賞。 6月14日（火） 今津小学校体育館 今津小学校 無料 0979－32－0002

「おおいた教育の日」普及期間の取組（中津市）
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中津市 ② マサカーニバル 学習発表会 11月4日（金） 真坂小学校 真坂小学校 無料 0979-43-2104 午後から開催

中津市 ② ふるさと祭り もちつき・学習発表会です。 11月26日（土） 津民小体育館 津民小学校 無料 0979－54－2034

中津市 ② やまくに文化祭 小中合同文化祭 11月24日(木） コアやまくに 三郷小学校・山国中学校 無料 0979－62－2005

中津市 ②③ 今津小学習発表会 学習の成果を学年ごとに発表します。 11月11日（金） 今津小学校体育館 今津小学校 無料 0979－32－0002

中津市 ② 上津小文化祭 学習発表会です。 11月11日（金） 上津小体育館 上津小学校 無料 0979-52-2832
児童・保護者
対象

中津市 ②
令和４年度
第２３回深水まつり

日頃の学習成果を発表します。 11月13日（日） 深水小学校体育館 深水小学校 無料 0979－43ー2719
午前中開催に
て実施

中津市 ② 城井っ子集会 子どもたちの学習発表会 11月13日（日） 城井小学校体育館 城井小学校 無料 0979－54－2105

中津市 ② 秣小まつり 学習発表会です。 11月11日（金） 秣小学校体育館 秣小学校 無料 0979-43-2191

中津市 ② 学習発表会 学習発表をします。 12月9日（金） 如水小学校　体育館 如水小学校 無料 0979-32-3465

中津市 ② 合唱大会 合唱（学級・学年）の発表 11月18日（金） 豊陽中学校体育館 豊陽中学校 無料 0979－22－0331

中津市 ➁ 合唱コンクール クラス合唱と学年合唱の発表です。 11月24日（木） 城北中学校 城北中学校 無料 0979－22－0780
保護者１名の
み

中津市 ① 本中祭 合唱や学習の成果を発表します。 11月18日（金） 中津市立本耶馬渓中学校 本耶馬渓中学校 無料 0979-52-2452 保護者のみ

中津市 ② 学習発表会 児童の学習発表の場です 11月19日（土） 下郷小体育館 下郷小学校 無料 0979－56－2304
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中津市 ② 校内音楽会 各クラス合唱と全校合唱の発表 11月23日（水） 耶馬渓中学校 耶馬溪中学校 無料 0979-54-3168

中津市 ③ 合唱祭 クラス合唱・学年合唱を披露する。 11月24日（木） 中津中学校体育館 中津中学校 無料 0979－22－0575
感染対策のた
め観覧は保護
者のみ

中津市 ② 学校公開日 持久走大会 12月2日（金） 和田小学校 和田小学校 無料 0979－32－2298

中津市 ② 今津中校内文化祭 合唱発表会・学習発表会 11月25日(金) 今津中体育館 今津中学校 無料 0979-32-0029

中津市 ② 東中津中合唱発表会 各学級の合唱発表
2022/11/22(火
）

東中津中学校体育館 東中津中学校 無料 0979-32-2493

中津市 ② 生田門まつり学習発表会 日ごろの学習成果を発表する学習発表会です。 11月22日（火） 体育館 南部小学校 無料 0979-22-0301
児童・保護者
のみ

中津市 ② 合唱祭
クラス合唱を中心とした校内の一大文化イベン
ト

11月18日（金） 三光中学校体育館 三光中学校 無料 0979-43-2729

新型コロナウイルス
感染拡大状況に応じ
て中止を含め変更あ
り

中津市 ② やまくに文化祭 合唱及び学年ごとの学習発表会 11月24日(木) コア山国シアター 山国中学校 無料 0979-62-2700
生徒・保護者
のみ

中津市
②
②

運動会
わいわいつるい

赤白二色による表現・ランニングによる運動会
PTAによる催し物に児童が参加するお楽しみ会

10月7日(金)
11月6日(日)

鶴居小学校
鶴居小学校 無料 0979-22-1434

中津市 ➁ 合唱コンクール 学年ごとに合唱の発表会を行います。 10月21日（金） 緑ヶ丘中学校体育館 緑ヶ丘中学校 無料 0979-22-2325
保護者(1名）
のみ

中津市 ③ 劇団「うりんこ」鑑賞会 全校で観劇をします。 11月28日（月） 今津小学校体育館 今津小学校 無料 0979－32－0002

中津市 ② 山口っ子まつり 児童の学習発表の場です 10月29日（土） 山口小学校体育館 山口小学校 無料 0979-43-2007

中津市 ③
文化芸術による子ども育成
事業　観劇「ヘレンケ
ラー」

東京演劇集団「風」によるヘレンケラー公演会 10月5日（水） 中津文化会館 豊陽中学校 無料 0979-22-0331
生徒・保護者
のみ
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中津市 ③ 巡回公演事業 うりんこ座による児童劇 11月24日(木） 三保小学校 三保小学校 無料 0979-32-2300

中津市 ② 学校公開日 持久走大会
11月24日（木）
9:00～12:00

中央公園及び
中央グランド

豊田小学校 無料 0979－22－0445

中津市 運動会
盆踊り（マッカセ・二つ拍子）の口説きとお囃
子（5，6年生）　屋形太鼓演奏（3年生）を行
う

9月30日（金） 樋田小学校運動場 樋田小学校 無料 0979-52-2010

中津市
おでかけクラシック
コンサート

クラシック音楽の演奏を聴き芸術文化に触れ
る。

11月18日（金） 樋田小学校体育館 樋田小学校 無料 0979-52-2010

中津市 ① なかつ学びんぴっく
小学生は子ども中津検定、中学生はジュニア諭
吉検定を受験します。

10月22日 中津市役所 中津市 無料 0979－62－9012

中津市 ① ワンパク！たんけん中津
ふるさとの歴史や文化の再発見を目的に、今年
は山国、耶馬溪地域を見学します。

10月23日 山国、耶馬溪地域 中津市 0979－62－9012

中津市 ①
「ともに暮らす」まちづく
り実践活動」企画会議

地域に「やさしい日本語」を普及し、外国人と
の交流を図るイベントについて、効果的な実施
に向けた協議を行います。

10月16日
今津コミュニティーセン
ター

大分県立図書館 無料 097-546-9975

中津市 ①
土豪の城
ー豊前武士と戦乱動乱ー

豊前国と豊後国の境目にある中津は、大勢力の挟間に位置し、多くの
土豪たちにより土塁や堀を備えた館や山城が築かれました。展覧会で
は、土豪たちが築いた城郭を紹介し、彼らに関する資料、一揆を平定
した豊臣方に関係する資料を展示します。

9月23日～11月6
日

中津市歴史博物館 中津市 0979-23-8615

中津市 ① 第5回中津学
画像で見る明治、大正、昭和の原風景を紹介し
ます。

10月19日 リル・ドリーム 中津市 0979-62-9012


