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 牧之原市 広報素材（3月の行事予定一覧） 情報発信課 0548-23-0044 

 

日 曜 時間 行事 連絡先 

3月

下旬 

～ 

4月

上旬 

  勝間田川堤の桜 

勝間田川の両岸に植えられた約1,500本の桜が

見事な桜のトンネルをつくり、4月上旬には、

地元町内会による桜まつりが開催される予定 

商工観光課 

0548-53-2623 

牧之原市観光協会 

0548-22-5600 

4 

5 

11 

12 

18 

19 

火 

水 

火 

水 

火 

水 

15:45～17:45 元気ッズ体操教室 

対象：幼児（年少～年長）、児童（1年～6年） 

場所：海浜体育館 

共催：牧之原市教育委員会、（株）カワイ体操教

室 

スポーツ振興課 

0548-53-2648 

 

11 

又は 

13 

 13:50～15:40 「3年生学年講演会（本校卒業生GTPを呼んで）」 

内容：卒業を前にした3年生に対して本校の卒業

生であるGTPのグループのメンバーで畑さん

（芸名：大倉沙斗子）を呼び夢を語ってもらい

ながら演奏を聴く会 

その他：GTPの畑さんは、片浜地区の出身であり

相良中学校から榛原高校そして東京の音楽専

門学校に進学をして現在は、東京を中心に音楽

活動をしている。特に、『冷凍ミカン』は、代

表曲として有名で静岡のテレビやラジオ放送

に乗りヒット曲となる。静岡では、FMラジオ

のK-mixでレギュラーとして活躍をしている。 

相良中学校 

0548-52-1233 

14 

21 

27 

金 

金 

木 

13:30～15:00 文学講座 

内容：文学に親しんでいただくための講座 

テーマ：「田沼時代の笑いと文学」 

会場：相良総合センターい～ら 

講師：相良高等学校 大石真理先生 

受講料：無料 

定員：40人（定員になり次第締め切り） 

申込：2月21日（木）から電話で受付開始 

 

社会教育課 

0548-52-5544 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

1 土 09:00～12:00 榛原ふたば幼稚園 春の生活発表会 

場所：相良総合センターい～ら 

内容：園児の劇・遊戯など 

榛原ふたば幼稚園 

0548-22-0178 

2 日 08:30～17:00 牧之原市市長杯ソフトバレーボール大会 

場所：B&G海洋センター、海浜体育館 

牧之原市体育協会

ソフトバレーボー

ル部 増田 

0548-58-0105 

体育協会事務局 

0548-52-4600 

  09:00～ 牧之原剣道大会 

場所：牧之原中学校体育館 

主催：牧之原剣友会 

牧之原剣道大会事

務局 山本 

0548-27-2353 

3 月 09:15～ 落成記念日・ひな祭り 

内容：園のできた時の話やひな祭りの話を聞いた

り、歌を歌ったり、人形劇を観たりしてみんな

でお祝いをする 

場所：地頭方幼稚園 

対象：全園児 

地頭方幼稚園 

0548-58-0501 

  10:00～ 6年生を送る会 

内容：お世話になった6年生に感謝の気持ちを表

すために、学年ごと趣向を凝らしたお礼をする 

片浜小学校 

0548-52-0311 

  10:05～11:15 

 

 

12:05～13:15 

・6年生ありがとうの会（6年生を送る会） 

内容：6年生への感謝の気持ちを全校児童で伝え

る 

・縦割り班解散の会 

内容：1年間活動を共にした縦割り班解散の会、

縦割り弁当、縦割り遊び 

場所：勝間田小学校 

対象：全児童 

勝間田小学校 

0548-28-0013 

  10:05～15:00 六送会・ペア遠足 

内容：6年生に出し物とプレゼントで感謝の気持

ちを表す。ペア学年で遠足に出かける 

場所：川崎小学校、かりんぽの里、せせらぎ公園

など 

 

川崎小学校 

0548-22-0027 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

4 火 08:30～15:00 思い出遠足 

内容：4、5才児の思い出体験 

場所：日本平動物園 

対象：4、5才児 

参加者：園児25名、職員5名 

菅山保育園 

0548-52-3733 

  10:15～11:20 6年生を送る会 

内容：各学年ごと自分たちにできることを考え、

6年生に感謝の気持ちを表す。各学年の出し物、

全校合唱など 

場所：牧之原小学校 

参加人員：全校児童172人 

牧之原小学校 

0658-27-2314 

  10:30～11:15 地区別集会 

内容：地区ごと教室に集まり、1年間の通学班の

登校の仕方や地区での過ごし方についての反

省をする 

登校や地区での活動を新6年生に引き継ぐ 

場所：相良小学校 

相良小学校 

0548-52-1433 

  13:40～ 授業参観・懇談会 

場所：片浜小学校 

片浜小学校 

0548-52-0311 

5 水 09:00～11:00 観劇 お別れ会 

内容：卒園をお祝いする 人形劇を楽しむ 

場所：静波保育園 

対象：全園児 

人員：87人 

静波保育園 

0548-22-0155 

  09:00～13:00 思い出遠足 

内容：4、5歳児で年長児と最後の思い出を作る 

場所：愛野公園 

対象者：4、5歳児、職員 

人員：園児29人、職員6人 

地頭方保育園 

0548-58-0001 

  09:25～10:10 6年生ありがとうの会 

内容：これまでお世話になった6年生への感謝の

気持ちを表す集会を行う 

場所：菅山小学校 

参加者：全校児童 

 

菅山小学校 

0548-52-0558 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

5 水 10:00～10:30 ちびっこマラソン 

内容：少しずつ鍛えてきた成果を発表する 

場所：地頭方幼稚園周辺 

対象：全園児 

 

 

地頭方幼稚園 

0548-58-0501 

  10:30～11:15 愛玩動物慰霊祭 

目的：さまざまな事情で、その命を終えた愛玩動

物の霊を供養する 

場所：釣学院（静波） 

主催：榛南動物保護協議会 

環境課 

0548-53-2609 

6 

7 

木

金 

09:25～12:00 

 

防犯教室 

内容：警備会社の方を講師に、各学年ごと防犯教

育を行い、安全・防犯に対する意識を高める 

場所：菅山小学校 

参加者：菅山小児童、菅山小職員、警備会社職員 

菅山小学校 

0548-52-0558 

6 木 08:00～ こころざしを語る会 

内容：高校へ進学する中学生の体験を聞くことを

通して、自分の夢や志を育てる 

場所：川崎小学校 

   細江小学校 

川崎小学校 

0548-22-0027 

細江小学校 

0548-22-0024 

  10:10～11:15 6年生ありがとうの会 

内容：1年間リーダーとして活躍してきた6年生

に下級生が感謝をする会 

場所：坂部小学校 

参加者：全校児童115人 

坂部小学校 

0548-29-0200 

  13:35～16:10 飛躍の会 

内容：学級合唱、学級代表生徒による立志の誓い、

総合的な学習で取り組んだCMの発表。 

対象：2年生 

場所：相良総合センターい～ら 

榛原中学校 

0548-22-0025 

7 金 09:00～11:00 ALT 

内容：講師のピエール先生と遊びながら英語に親

しむ 

場所：地頭方幼稚園 

参加者：ピエール先生、園児 

地頭方幼稚園 

0548-58-0501 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

7 金 09:00～11:00 思い出遠足 

内容：2、3才児の触れ合い体験 

場所：菊川公園 

対象：2、3才児 

参加者：園児26名、職員6名 

菅山保育園 

0548-52-3733 

  09:25～10:15 6年生を送る会 

内容：6年生への感謝の気持ちを 1～5年生が表

現する 

場所：相良小学校 

相良小学校 

0548-52-1433 

  10:00～11:00 おわかれ会 

内容：卒園をお祝いする 

場所：細江保育園 

対象：全園児、職員 

人員：園児93人、職員16人 

細江保育園 

0548-22-5263 

  10:00～12:00 3年社会科見学「伊藤園」見学 

目的：社会科で学習したことを見学を通して確か

めたり、より深く工場について学習したりする 

場所：伊藤園相良工場 

対象：3年児童38人 

萩間小学校 

0548-54-0020 

  10:10～ 6年生を送る会 

目的：お世話になった6年生に感謝し、これまで

の活動についての成果を発表し合う 

内容：全校児童による学習や生活の発表、歌など 

細江小学校 

0548-22-0024 

8 土 08:30～12:00 介護者のつどい 

目的：介護者同士の仲間作り。介護に必要な様々

な福祉用具を見て視野を広げ、介護に生かすこ

とができる用具や動作に関する知識を得る。 

内容:「福祉用具サービス事業書の工場見学」 

場所：(株)ヤマシタコーポレーション大井川工場 

対象：在宅で介護認定を受けている方を介護して

いる方など 

聖ルカ在宅支援セ

ンター 

0548-22-8822 

相良在宅介護支援

センター 

0548-53-1900 

  09:00～12:00 子育て支援センター土曜日開放 

内容：榛原・相良両支援センターの開放 

対象：未就園児親子 

 

子育て支援センタ

ー榛原 

0548-22-0174 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

8 土 14:00～17:00 

(13:30開場) 

優音の会 春はほのぼのコンサート 

内容：オカリナ演奏、歌、ピアノ演奏など 

場所：相良総合センターい～ら 

入場料：無料（要整理券） 

優音の会 増田直

世 

0548-52-3076 

携帯 

090-8737-9572 

9 日 08:30～17:00 牧之原市市長杯インディアカ大会（オフィシャル） 

場所：B&G海洋センター、地頭方体育館 

牧之原市体育協会 

インディアカ協会 

佐々木 

0548-52-2078 

体育協会事務局 

0548-52-4600 

11 火 08:30～15:00 おもいで遠足 

内容：5歳児の思い出づくり 

場所：浜松航空自衛隊・浜松動物園 

対象：5歳児 

人員：園児23人、職員5人 

大沢保育園 

0548-52-3141 

  09:00～11:00 思い出遠足 

内容：芝滑りを楽しむ 

場所：御前崎市原発公園 

対象：2～3歳児、職員 

人員：園児30人、職員5人 

地頭方保育園 

0548-58-0001 

  09:30～11:00 いきいきクラブ訪問 

内容：榛原地区お年寄りとの交流 

場所：牧之原コミュニティーセンター 

対象：年長児とお年寄り 

人員：園児30人 

牧之原保育園 

0548-27-2223 

12 水 08:00～ ＪＲＣ退団式 

内容：みんなでＪＲＣ誓いの言葉を唱和する 

場所：片浜小学校 

片浜小学校 

0548-52-0311 

  11:40～12:40 おわかれ会食 

内容：4歳児の作ったシチューで年長児とのお別

れの会食をする 

場所：地頭方幼稚園 

対象：全園児 

 

地頭方幼稚園 

0548-58-0501 



- 7 - 

日 曜 時間 行事 連絡先 

12 水 12:30～13:30 みんなでありがとう（そうじ） 

内容：相良小学校では、「そうじ一流」をめざし

ている。1年間の感謝の気持ちを込めて一生懸

命清掃を行う。 

場所：相良小学校 

相良小学校 

0548-52-1433 

14 金 09:00～11:00 おもいで遠足 

内容：2～4歳児の触れ合い 

場所：八千代公園、御前崎方面 

対象：2～4歳児 

人員：園児45人、職員7人 

大沢保育園 

0548-52-3141 

  09:30～11:00 おめでとう会 

内容：5歳児の卒園をお祝いする 

場所：地頭方保育園 

対象：全園児と職員 

人員：79人、職員14人 

地頭方保育園 

0548-58-0001 

16 日 09:00～09:40 牧之原市教育委員会表彰 表彰式 

内容：学術、美術、スポーツなど市の教育の各分

野において功績のあった30個人・17団体を

表彰する 

場所：相良総合センターい～ら 

主催：牧之原市教育委員会 

 

教育総務課 

0548-53-2642 

  09:45～10:15 教育文化振興賞 表彰式 

内容：学術、文化、スポーツ、ボランティアなど

で模範となる活動を行った児童(小学6年

生)及び生徒(中学3年生)を表彰する 

場所：相良総合センターい～ら 

主催：（財）山﨑こども教育振興財団 

教育総務課 

0548－53－2642 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

16 日 13:30～16:00 風力発電検証シンポジウム 

目的：地球温暖化の状況を検証し、風資源の豊か

な牧之原市における風車導入の効果や風力発電

の特長を市民に知っていただき、同時に豊な風

の資源を有効活用できる風力発電について市民

に何ができるかを考えていただく 

場所：相良公民館 

主催：“風をつかもうまきのはら”実行委員会 

 

環境課 

0548-53-2609 

17 月 09:30～ 卒園式 

内容：修了証書授与式 

場所：相良幼稚園 

   地頭方幼稚園 

相良幼稚園 

0548-52-1165 

地頭方幼稚園 

0548-58-0501 

  19:00～21:00 「まちづくり基本条例」を考える会 検討結果報告

会 

内容：昨年2月から市民が検討してきた「まちづ

くり基本条例」についての検討結果報告会 

場所：相良総合センターい～ら 

その他：NHKキャスターの堀尾正明氏による講演

も同時開催 

 

秘書政策課 

0548-23-0052 

18 火 終日 美術館・博物館めぐり 

行き先：徳川美術館・愛知県美術館 

対象：市内在住・在勤の方 

定員：50名（定員になり次第締め切り） 

申込：2月25日（月）8時30分から受付開始 

参加費：5,000円 

社会教育課 

0548-52-5544  

  08:20～09:00 修了式 

内容：一年のまとめの式、修了式。児童代表の言葉、

皆勤賞表彰、教科書授与など 

場所：川崎小学校 

川崎小学校 

0548-22-0027 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

18 火  

08:30～11:30 

08:45～11:00 

09:00～ 

09:00～10:30 

09:00～10:30 

09:00～ 

卒業証書授与式 

場所：榛原中学校 

   相良小学校 

   片浜小学校 

   菅山小学校 

   萩間小学校 

   地頭方小学校 

 

 

 

 

 

榛原中学校 

0548-22-0025 

相良小学校 

0548-52-1433 

片浜小学校 

0548-52-0311 

菅山小学校 

0548-52-0558 

萩間小学校 

0548-54-0020 

地頭方小学校 

0548-58-0003 

19 水  

09:00～ 

09:00～10:30 

09:00～11:10 

09:00～11:20 

卒業証書授与式 

場所：細江小学校 

   牧之原小学校 

   坂部小学校 

   川崎小学校 

 

 

 

細江小学校 

0548-22-0024 

牧之原小学校 

0548-27-2314 

坂部小学校 

0548-29-0020 

川崎小学校 

0548-22-0027 

   

08:15～08:45 

08:30～09:10 

09:45～ 

修了式 

場所：萩間小学校 

   榛原中学校 

   地頭方小学校 

萩間小学校 

0548-54-0020 

榛原中学校 

0548-22-0025 

地頭方小学校 

0548-58-0003 

  09:00～16:00 多重債務者無料相談会 

内容：多重債務にお困りの方に、司法書士による

無料相談会（要予約） 

会場：榛原庁舎2階 第2相談室 

商工観光課 

0548-53-2623 

20 

～

23 

木 

～ 

日 

08:30～16:00 榛原郷土資料館祭り 

内容：特別展示（仏像など）、地震に関する講演

会や文化財めぐり、ウォーキング、餅つきなど

の体験コーナー 

場所：榛原郷土資料館 

榛原文化センター 

0548-23-0002  
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日 曜 時間 行事 連絡先 

20 

～ 

30 

木 

～ 

日 

09:00～16:00 

（月曜休館） 

相良史料館特別展（郷土の偉人 鈴木梅太郎博士

展） 

内容：鈴木梅太郎博士の遺品の展示・解説 

場所：相良史料館 

入館料：期間内無料 

相良史料館 

0548-53-2625 

20 木 13:00～17:00 第3回相良高校・相良中学吹奏楽部 スプリングコ

ンサート 

内容：両校の吹奏楽部のコンサート 

場所：相良総合センターい～ら 

相良高等学校 

0548-52-1133 

21 金 19:30～21:00 権利擁護に関する講演会「遺産相続や遺言状の書き

方について」 

内容:法における相続の基本、遺言の書き方や種

類など（サテライト型在宅支援センター研修会

を兼ねる） 

場所：総合健康福祉センターさざんか 

講師：司法書士 堀池勇氏 

対象：一般市民、ケアマネジャー、民生委員、サ

テライト型在宅支援センター担当者〔市内調剤

薬局〕など 

牧之原市地域包括

支援センターオリ

ーブ 

0548-53-1900 

22 土 08:30集合 

09:00～15:00 

静岡牧之原 早出し新茶 お茶づくり体験 

内容：一般の方にお茶づくり体験をしていただく 

08:30  茶ぐりん集合 

09:00～ ハウス茶園で新茶手摘み体験（市内） 

12:00～ 茶手揉み体験・新茶の試飲、お茶料

理の試食・機械製造見学（茶ぐりん） 

場所：ＪＡハイナン茶業センター茶ぐりんなど 

主催：ティーファーム牧之原（茶生産者） 

 

ＪＡハイナン相良

営農経済センター 

0548-53-2024 

ティファーム牧之

原 

090-4086-4836 

お茶振興課 

0548-53-2621 

  19:00～22:00 モッキンバード 春うららコンサート 

内容：尺八演奏、合唱コンサートなど 

会場：相良総合センターい～ら 

横山昭吾 

0548-54-0510 

23 日 08:00～17:00 牧之原市卓球大会 

場所：B＆G海洋センター 

 

 

 

牧之原市卓球協会

富田 

0548-52-3492 

体育協会事務局 

0548-52-4600 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

26 水  

 

09:00～10:00 

09:00～10:00 

09:00～10:30 

09:45～11:00 

10:00～11:00 

10:00～11:00 

卒園式 

内容：卒園をお祝いする 

場所：細江保育園 年長児19人 

   暫定大沢保育園 年長児23人 

   静波保育園 年長児20人 

   牧之原保育園 年長児・保護者等70人 

   菅山保育園 年長児13人 

   地頭方保育園  年長児19人 

細江保育園 

0548-22-5263 

大沢保育園 

0548-52-3141 

静波保育園 

0548-22-0155 

牧之原保育園 

0548-27-2223 

菅山保育園 

0548-52-3733 

地頭方保育園 

0548-58-0001 

28 金 13:15～ 離任式 

内容：地頭方小学校勤務を終える先生方とのお別

れの式 

場所：地頭方小学校 

対象：全学年 

地頭方小学校 

0548-58-0003 

 


