
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 ③ フルールミニコンサート フルートのアンサンブル 11月14日 日出町立図書館 日出町立図書館 無料 0977-72-3232

日出町 ① 読書週間講演会 絵本についての講演会 未定 日出町立図書館 日出町立図書館 無料 0977-72-3232

日出町 ② 園内運動会 園内運動会を通して育ちの様子をみてもらう。 10月20日 豊岡小学校体育館 日出町立豊岡幼稚園 無料 0977-72-4121

日出町 ② 体験入園
来年度入園対象者とその保護者に日頃の保育を
公開し体験してもらう。

11月12日 豊岡幼稚園 日出町立豊岡幼稚園 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する。 11月19日 豊岡幼稚園 日出町立豊岡幼稚園 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た
り園児の活動を見てもらったりします。

10月20日 日出小学校体育館 日出町立日出幼稚園 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5日 日出幼稚園 日出町立日出幼稚園 無料 0977-72-4116

日出町 ➁ 体験入園
来年度入園対象児とその保護者に日頃の保育の
様子を公開します。

10月21日 藤原幼稚園 日出町立藤原幼稚園 無料 0977-72-5030

日出町 ➁ 園公開日 日頃の園児の様子を保護者に公開します。 10月22日 藤原幼稚園 日出町立藤原幼稚園 無料 0977-72-5030

日出町 ➁ 園内運動会 保護者や祖父母と一緒に交流をします。 11月5日 藤原小体育館 日出町立藤原幼稚園 無料 0977-72-5030

日出町 ② 園内運動会 保護者や祖父母と一緒に交流を図ります。 11月12日 川崎小学校体育館 日出町立川崎幼稚園 無料 0977-72-5029

日出町 ➁ 体験入園 未就園児と交流を図ります。 11月16日 川崎幼稚園 日出町立川崎幼稚園 無料 0977-72-5029

日出町 ② 園公開日 日頃の園生活・保育の様子を公開します。 10月19日 大神幼稚園 日出町立大神幼稚園 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9日 大神幼稚園 日出町立大神幼稚園 無料 0977-72-4120

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
体験してもらいます。

11月18日 大神幼稚園 日出町立大神幼稚園 無料 0977-72-4120

「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19日 豊岡小学校 日出町立豊岡小学校 無料 0977-72-2333

日出町 ②③ 学校公開日 「グループＵＮＯ」による演奏会を行います。 10月22日 藤原小学校 日出町立藤原小学校 無料 0977-72-2830
公開未定（コ
ロナ関連）

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 藤原小学校 日出町立藤原小学校 無料 0977-72-2830
公開未定（コ
ロナ関連）

日出町 ②
大分県立歴史博物館訪問
講座（５年）

火おこし体験 10月13日 川崎小学校運動場 大分県立歴史博物館 無料 0978-37-2100

日出町 ①.②
スポーツによる地域の元気
づくり事業（３年生）

「バサジー大分」による、スポーツ交流会 10月20日 川崎小学校体育館
大分県企画振興部
芸術文化スポーツ
振興課

無料 097-506-2168

日出町 ②.③
マンドリンオーケストラ
演奏会（６年生）

「大分マンドリンオーケストラ」による演奏会 11月9日 川崎小学校体育館 NPO法人大分芸振 無料 090-8765-2359

日出町 ①.②
障がい者スポーツ体験会
（５年生）

「車いすバスケットボール連盟」による
スポーツ体験会

11月15日 川崎小学校体育館
大分県障がい者
スポーツ協会

無料 097-533-6006

日出町 ①.②
薬物乱用防止啓発授業
（６年生）

薬物乱用防止啓発授業 11月16日 川崎小学校体育館
薬物乱用防止啓発
事業事務局

無料 03-5330-3043

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19日 大神小学校 日出町立大神小学校 無料 0977-72-2812

日出町 ② 大神中文化発表会
学校公開日を兼ねた文化発表会で作品の展示や
学年合唱を行います

11月5日 大神中学校体育館 日出町立大神中学校 無料 0977-72-2308

日出町 ③
放課後子ども教室お月見の
会

お月見団子を作り、お供えをしてお月見にまつ
わるお話をする

（未定）
9月17日の予定でした
が、台風のため延期と
なりました

豊岡地区公民館 豊岡地区公民館 無料 0977-72-6751（永松）

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 11月12日(金)
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

本年度は生徒・職員
のみ
(保護者・一般公開
無)(予定）

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26日 日出町立図書館 芸術緑丘高校 無料 097-543-2981 9月

日出町 ② オープンスクール 日頃の授業の様子を公開します。 10月20日,21日 日出支援学校 日出支援学校 無料 0977-72-2305


