
開催日程 主催機関名 会場 行事名 行事の概要 問合せ先

10月6日
新温泉町立照来小学校
及びＰＴＡ

新温泉町立照来小学校 ＰＴＡ教育講演会
人権講演会を開催し、保護者及び職員に対し人権意
識の高揚を図ります。

新温泉町立照来小学校
0796-92-1093

10月6日
新温泉町立
ゆめっこ認定こども園

新温泉町立
ゆめっこ認定こども園

芋ほり
ゆめっこ農園収穫祭（祖父母とともに）を行いま
す。

新温泉町立ゆめっこ認定こども園
0796-92-1095

10月12日
新温泉町立
ゆめっこ認定こども園

上山高原 上山高原散策 親子で散策をします。
新温泉町立ゆめっこ認定こども園
0796-92-1095

10月20日 新温泉町立浜坂東小学校 新温泉町立浜坂東小学校 オープンスクール 保護者･地域住民の方々へ学校を公開します。
新温泉町立浜坂東小学校
0796-82-1238

10月20日
新温泉町立
ゆめっこ認定こども園

新温泉町竹田 なし狩り体験 地域地産～竹田のなし園を訪問します。
新温泉町立ゆめっこ認定こども園
0796-92-1095

10月21日 新温泉町立浜坂南小学校 新温泉町立浜坂南小学校 オープンスクール
午前に学習発表会、
午後に親子ふれあいイベントを行います。

新温泉町立浜坂南小学校
0796-82-1237

10月23日～28日 新温泉町立浜坂中学校
新温泉町立浜坂中学校
各教室

オープンスクール
授業参観を中心に学校の活動全般を地域・保護者に
公開します。

新温泉町立浜坂中学校
0796-82-1104

10月24日 新温泉町立浜坂南小学校 新温泉町立浜坂南小学校 オープンスクール 秋の校内バイカモマラソン大会を実施します。
新温泉町立浜坂南小学校
0796-82-1237

10月25日 新温泉町立浜坂南小学校 新温泉町立浜坂南小学校 オープンスクール 昔遊びの会、やきいも大会を実施します。
新温泉町立浜坂南小学校
0796-82-1237

10月25日,26日
新温泉町立
ゆめっこ認定こども園

新温泉町立
ゆめっこ認定こども園

オープンスクール
保護者・地域住民公開参観並びに保護者講演会を実
施します。

新温泉町立ゆめっこ認定こども園
0796-92-1095

10月25日～27日 新温泉町立浜坂北小学校 新温泉町立浜坂北小学校 オープンスクール
日頃の教育活動の様子や施設等を公開します。給食
試食会も実施します。

新温泉町立浜坂北小学校
0796-82-1101

10月26日 新温泉町立浜坂南小学校 新温泉町立浜坂南小学校
大庭地区交流
グラウンドゴルフ大会

学校、すこやかクラブ、公民館共催のふれあいグラ
ウンドゴルフ大会を実施します。

新温泉町立浜坂南小学校
0796-82-1237

10月26日,27日 新温泉町立温泉小学校 新温泉町立温泉小学校 オープンスクール
開かれた学校づくりをめざし、授業をはじめ学校の
教育活動を広く保護者や地域の方々に公開します。
本年度は初日に和太鼓鑑賞会も実施します。

新温泉町立温泉小学校
0796-92-1092

10月26日,27日 新温泉町立照来小学校 新温泉町立照来小学校 オープンスクール
学校教育活動を公開することにより、「開かれた学
校づくり」を推進します。

新温泉町立照来小学校
0796-92-1093

10月27日 新温泉町立温泉小学校 新温泉町立温泉小学校 人権教育講演会
人権に関わる内容について、講師を招聘し講演会を
開催します。

新温泉町立温泉小学校
0796-92-1092

10月27日 新温泉町立浜坂西小学校 新温泉町立浜坂西小学校
オープンスクール
人権参観日

学校の教育活動を公開し、人権講演会を開催しま
す。

新温泉町浜坂西小学校
0796-82-1134

10月28日 新温泉町立浜坂中学校
新温泉町立浜坂中学校
体育館

文化祭
生徒たちが練り上げたステージ発表（舞台・展
示）・文化部発表・合唱コンクール等、文化活動の
成果を発表します。

新温泉町立浜坂中学校
0796-82-1104

10月31日～11月1日
新温泉町文化祭実行委員会
(浜坂会場)

浜坂多目的集会施設
新温泉町文化祭
「浜坂会場」

文化に対する住民の意識を高めるとともに地域に根
づく豊かな文化の振興を図ることを目的として、舞
台発表・作品展示会・ふれあいお茶席、親子ふれあ
いお茶席体験・盆栽展・バザー・菊花展示会等を開
催します。（作品展・舞台発表等は基本的に無料。
但し、ふれあいお茶席料・バザー等は受益者負
担。）

新温泉町教育委員会
浜坂公民館
0796-82-5629

11月初旬 新温泉町立大庭認定こども園 新温泉町立大庭認定こども園 祖父母交流会 祖父母との交流会で一緒に遊びます。
新温泉町立大庭認定こども園
0796-82-1239

11月1日～2日 新温泉町立夢が丘中学校 新温泉町立夢が丘中学校 オープンスクール 授業を公開します。
新温泉町立夢が丘中学校
0796-92-1090

11月1日～3日
新温泉町文化祭実行委員会
(温泉会場)

新温泉町民センター・
夢ホール

新温泉町文化祭
「温泉会場」

文化に対する住民の意識を高めるとともに地域に根
づく豊かな文化の振興を図ることを目的として、舞
台発表・作品展示会・バザー・ふれあい茶席等を開
催します。（作品展・舞台発表等は基本的に無料。
但し、ふれあいお茶席料・バザー等は受益者負
担。）

新温泉町教育委員会
温泉公民館
0796-92-1970

11月1日～3日 新温泉町公民館 新温泉町公民館 町文化祭 町の文化祭に絵画を展示します。
新温泉町立浜坂認定こども園
0796-82-1360

11月2日 新温泉町立浜坂西小学校 新温泉町立浜坂西小学校
オープンスクール
校内マラソン大会

学校の教育活動を公開し、校内マラソン大会を開催
します。

新温泉町浜坂西小学校
0796-82-1134

11月4日
新温泉町青少年育成推進協議
会

浜坂多目的集会施設
２Ｆホール

新温泉町青少年育成
町民大会

青少年育成推進協議会の各学校部会及び地域部会の
取組みの実践発表等を行います。

新温泉町教育委員会
生涯教育課
0796-82-5629

11月6日
新温泉町立
ゆめっこ認定こども園

新温泉町立
ゆめっこ認定こども園

祖父母交流会 昔ながらの伝承文化を教わります。
新温泉町立ゆめっこ認定こども園
0796-92-1095

11月6日,7日 新温泉町立浜坂認定こども園 新温泉町立浜坂認定こども園 オープンスクール 保護者参観日と教育講演会を行います。
新温泉町立浜坂認定こども園
0796-82-1360

□ 新温泉町 □



11月7日 私立明星認定こども園
私立明星認定こども園
各クラス

オープンスクール
日頃の活動を地域や保護者に公開し、安心して仕事
に取り組んで頂く機会とします。又地域の未就園児
保護者への情報提供の機会とします。

私立明星認定こども園
0796-82-4831

11月8日 新温泉町立浜坂認定こども園 新温泉町立浜坂認定こども園 ストーリーテリング
各年齢に応じた絵本や紙芝居の読み聞かせを行いま
す。

新温泉町立浜坂認定こども園
0796-82-1360

11月10日 新温泉町立浜坂東小学校 新温泉町立浜坂東小学校 オープンスクール 保護者･地域住民の方々へ学校を公開します。
新温泉町立浜坂東小学校
0796-82-1238

11月10日 新温泉町立浜坂中学校
新温泉町立浜坂中学校
各教室・体育館・運動場

小中体験入学
校区の小学校６年生が浜坂中学校での授業参観と部
活動体験を行います。

新温泉町立浜坂中学校
0796-82-1104

11月12日 新温泉町立浜坂東小学校 新温泉町立浜坂東小学校 オープンスクール
餅米を使って、保護者･地域住民と餅つきをして共
に収穫を祝います。

新温泉町立浜坂東小学校
0796-82-1238

11月12日
新温泉町立夢が丘中学校
ＰＴＡ

新温泉町立夢が丘中学校
体育館・玄関フロア

学校文化祭
（オープンスクール）

文化祭（演説、各学級演劇、ＮＺとの交流発表等）
を開催します。

新温泉町立夢が丘中学校
0796-92-1090

11月15日 新温泉町立大庭認定こども園 新温泉町立大庭認定こども園 おはなしポケット
年齢に応じた絵本や紙芝居の読み聞かせと紹介をし
て頂きます。

新温泉町立大庭認定こども園
0796-82-1239

11月16日,17日 新温泉町立大庭認定こども園 新温泉町立大庭認定こども園 オープンスクール
保護者や地域、関係機関の方々園の様子を知って頂
きます。

新温泉町立大庭認定こども園
0796-82-1239

11月17日 新温泉町立浜坂南小学校 新温泉町立浜坂南小学校 オープンスクール
給食試食会、人権参観日、引き渡し訓練を実施しま
す。

新温泉町立浜坂南小学校
0796-82-1237

11月18日 新温泉町立温泉小学校 新温泉町立温泉小学校
学習発表会
（オープンスクール）

全校生が、日頃の学習の成果を発表します。オープ
ンスクールとして実施します。

新温泉町立温泉小学校
0796-92-1092

11月18日 新温泉町立照来小学校 新温泉町立照来小学校 学習発表会 日頃の学習成果を地域及び保護者に発表します。
新温泉町立照来小学校
0796-92-1093

11月19日 新温泉町立浜坂北小学校 新温泉町立浜坂北小学校 人権参観日 人権に関する授業公開と人権講演会を実施します。
新温泉町立浜坂北小学校
0796-82-1101

11月22日 新温泉町立浜坂中学校
新温泉町立浜坂中学校
体育館

ふるさと学習発表会
ふるさと学習・地域の伝統文化についての調査活動
の成果を発表します。

新温泉町立浜坂中学校
0796-82-1104

11月23日 新温泉町立浜坂西小学校 新温泉町立浜坂西小学校
オープンスクール
学習発表会

学校の教育活動を公開し、学習発表会を開催しま
す。

新温泉町浜坂西小学校
0796-82-1134

12月9日 私立明星認定こども園
私立明星認定こども園
遊戯室

生活学習発表会
歌・演技・言葉　態度等の育ちを発表し、子どもの
成長を親子・地域・園が共に協力し支え合うことを
目指します。

私立明星認定こども園
0796-82-4831


