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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を
深めます。

10月25日 豊岡小学校体育館 豊岡幼稚園 無料 0977-72-4121 大塚 博美

日出町 ② 園公開日
体験入園も兼ねて日頃の保育を公開したり未
就園児と交流を図ったりします。

11月14日 豊岡幼稚園 豊岡幼稚園 無料 0977-72-4121 大塚 博美

日出町 ②
園内運動会・体験入
園

保護者や祖父母、体験入園児参加の運動会 10月25日 日出小学校体育館 日出幼稚園 無料 0977-72-4116 河野 志紀

日出町 ② 園公開日
キッズサッカー巡回指導を保護者、地域の
方々に公開

9月27日 日出幼稚園 日出幼稚園 無料 0977-72-4116 河野 志紀

日出町 ② 園公開日
日頃の保育の様子を保護者、地域の方々に公
開

11月1日 日出幼稚園 日出幼稚園 無料 0977-72-4116 河野 志紀

日出町 ②
園内運動会・体験入
園

保護者・５年生・体験入園児参加の運動会で
す。

10月18日 藤原小学校体育館 藤原幼稚園 無料 0977-72-5030 奥 和枝

日出町 ② 園公開日
体験入園を兼ねて、日頃の保育の様子を公開
します。

10月25日 藤原幼稚園 藤原幼稚園 無料 0977-72-5030 奥 和枝

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。 10月18日 川崎小学校体育館 川崎幼稚園 無料 0977-72-5029 阿部 佐恵子

日出町
①
➁

家庭教育講座
親子遠足

親子体操をしたり、園児と保護者でゲーム遊
びをして、コミュニケーションを図ります。

11月1日
川崎小学校体育館
川崎運動公園

川崎地区公民館
川崎幼稚園

無料 0977-72-5029 阿部 佐恵子

日出町 ➁ 園公開日 日常保育を保護者や地域の方に公開 11月14日 川崎幼稚園 川崎幼稚園 無料 0977-72-5029 阿部 佐恵子

日出町 ②
園内運動会・体験入
園

保護者や祖父母、未就園児と交流します。 10月17日 大神幼稚園 大神幼稚園 無料 0977－72－4120 利光 伊津美

日出町 ②
家庭教育講座・園公
開日

家庭教育講座(親子体操)を公開します。 10月25日 大神幼稚園
大神幼稚園・大神地
区公民館

無料 0977－72－4120 利光 伊津美

日出町 ② 秋祭りごっこ 地域の老人クラブや祖父母と交流します。 11月20日 大神幼稚園 大神幼稚園 無料 0977－72－4120 利光 伊津美

日出町
②,
③

学校公開日及び演奏
会

日頃の授業の様子を公開及び外部団体の演奏
会

11月14日 豊岡小学校 豊岡小学校 無料 0977-72-2333 亀岡 日出明

日出町 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 11月1日 日出小学校 日出小学校 無料 0977-72-2011 西村 陽子

日出町 ② 音楽鑑賞会 文化キャラバンによるオペラ鑑賞 11月8日 日出小学校 日出小学校 無料 0977-72-2011 西村 陽子

日出町 ② 学校公開日
授業参観及び講演会「大野タカシ　スクール
ツアー」

10月25日 藤原小学校 藤原小学校 無料 0977ｰ72ｰ2830 船部 弘美

日出町 ② ○ 和楽器体験教室 琴の演奏を聴いたり、琴にふれたりします。 11月14日 川崎小学校 川崎小学校 無料 0977-72-2428 渡辺 英俊

日出町 ② 学校公開 日頃の授業の様子を公開します。 11月14日 川崎小学校 川崎小学校 無料 0977-72-2428 渡辺 英俊

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14日
川崎小学校
（1年）

川崎小学校 無料 0977-72-2428 渡辺 英俊

日出町 ② キャリア教育
大野タカシさんを招いて、夢等について話を
してもらいます。

11月14日
川崎小学校
（4年教室）

川崎小学校 無料 0977-72-2428 渡辺 英俊

「おおいた教育の日」普及期間の取組（日出町）
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「おおいた教育の日」普及期間の取組（日出町）

日出町 ② 薬物乱用防止教室 薬物の恐ろしさ等について学習します。 川崎小学校 川崎小学校 無料 0977-72-2428 未確定 渡辺 英俊

日出町 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開 10月25日 大神小学校 大神小学校 無料 0977-72-2812 安部 恵

日出町
①
②

親子講演会 内容は未定 10月25日 大神小学校 大神小学校ＰＴＡ 無料 0977-72-2812 安部 恵

日出町 ③ 観劇会 内容は未定 11月7日 大神小学校 大神小学校 0977-72-2812 安部 恵

日出町 ② 学校公開 日頃の授業の様子を公開 10月16日 日出中学校 日出中学校 無料 0977－72－2107 阿部 尚史

日出町 ② 文化祭 本校の文化祭の様子を公開 10月31日 日出中学校 日出中学校 無料 0977－72－2107 藤原 健

日出町 ② 学校公開 日頃の授業の様子を公開 11月15日 日出中学校 日出中学校 無料 0977－72－2107 阿部 尚史

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2日
大神中学校体育館
他

大神中学校 無料 0977-72-2308 本庄 徳彦

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など 11月2日
大分県立日出総合
高等学校

大分県立日出総合高
等学校

無料 0977-72-2855
学校開放・公開授
業の一環

金田敏政
兵藤直樹

日出町 ① キッズタウン2019 簡単な職業体験、ゲーム働くことの大切さや意義を学習 10月26日
日出町保健福祉セ
ンター

児童館 無料 0977-73-1337
児童館との協力事業としてシャ
ボン玉コーナー、竹馬遊びを開
設

速水郡退職
校長会役員

日出町 ② 図書館コンサート 芸術緑丘高校音楽科の発表会です 9月21日 日出町立図書館 芸術緑丘高校 無料 097-543-2981 9月 音楽科主任


