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 牧之原市 広報素材（2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 

1/30 

～ 

2/1 

水 

～ 

金 

07:00～16:30 長野県松川町交流学習（6年生） 

目的：冬の体験活動（スキー・雪遊びなど）を通

して、伊那地方、松川町の自然のすばらしさや

厳しさを味わわせる。交流活動を通して、その

地域での生活やそこで暮らす人々への関心を

高め、それぞれのふるさとを大切にするととと

もに、塩の道を起点とするし毎年交流を発展さ

せようとする気持ちを育てる。ルールやマナー

を守り責任を持って行動するとともに、楽しい

思い出を作り、仲間意識を育てる 

場所：松川町立中央小学校、伊那スキーリゾート、

清流苑（松川町営宿泊施設） 

相良小学校 

0548-52-1433 

1 

～ 

 

金 2月1日～ 

3月中旬 

相良梅園開園 

内容：しだれ梅など700本ほどの梅が咲き乱れ

る。地場産品の販売も行われる。 

入園料：大人500円（お土産付）、小人（小学生）

200円 

相良梅園（峯松） 

0548-52-2546 

４ 

18 

25 

月 

月 

月 

08:10～08:25 

08:10～08:25 

08:10～08:25 

本の読み聞かせ 

内容：図書館ボランティアによる本の読み聞かせ 

場所：相良小学校 

相良小学校 

0548-52-1433 

5 

6 

12 

13 

26 

27 

火 

水 

火 

水 

火 

水 

すべて 

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 

７ 

13 

木

水 

未定 相良高校生学習ボランティア 

内容：相良高校生からボランティアをつのり、学

習の支援をしていただく（昨年は、「そろばん」

等の学習を支援していただいた）。現在調整中。 

 

 

相良小学校 

0548-52-1433 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

13 

20 

水 

水 

08:05～08:20 お話広場 

内容:職員、読書ボランティアによる読み聞かせ 

場所：菅山小学校 

参加者：全校児童、職員、読書ボランティア「ひ

まわり」 

菅山小学校 

0548-52-0558 

18 

25 

月 

月 

14:00～14:45 

14:00～15:45 

おはなし会 

内容：ボランティアグループによる本の読み聞か

せ 

場所：相良小学校 

その他：2年（18日14:00～）、1年（25日14:00

～）、3年（25日15:00～） 

相良小学校 

0548-52-1433 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

1 金 08:40～09:40 相良中学校技術棟補強工事完成感謝の集い 

内容：技術棟の完成を感謝する集い、市長による

講話（「牧之原市の現状と未来」） 

場所：相良中学校 

 

相良中学校 

0548-52-1233 

   

 

 

 

09:15～ 

09:30～10:30 

09:30～11:00 

豆まき会 

内容：節分の由来を知り、豆まきを会を楽しむ（鬼

退治等） 

各園の予定は以下のとおり 

・地頭方幼稚園 2歳児～5歳児 59人 

・牧之原保育園 全園児 103人 

・相良幼稚園  

・菅山保育園 全園児 60人 

・勝間田保育園 全園児 62名 

・細江保育園 全園児 95人 

・坂部保育園 全園児 67名 

・萩間保育園 全園児 59人 

・静波保育園 全園児 87名 

・大沢保育園 全園児 77人 

 

 

 

 

 

地頭方幼稚園 

0548-58-0501 

牧之原保育園 

0548-27-2223 

相良幼稚園 

0548-52-1165 

菅山保育園 

0548-52-3733 

勝間田保育園 

0548-28-0329 

細江保育園 

0548-22-5263 

坂部保育園 

0548-29-0208 

萩間保育園 

0548-54-1230 

静波保育園 

0548-22-0155 

大沢保育園 

0548-52-3141 

  13:20～ 榛原中一日入学 

内容：6年生が、中学校入学に向けて、中学校の

生活、学習を体験する 

場所：榛原中学校 

川崎小学校 

0548-22-0027 

榛原中学校 

0548-22-0025 

2 

～ 

3 

土 

～ 

日 

09:00～16:00 

 

09:00～15:00 

遠州相良田沼塾発表会 

内容：展示発表・芸能発表・体験教室等 

場所：相良公民館 

相良公民館 

0548-52-1021 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

2 

 

 

土 09:00～12:00 すすき幼稚園音楽発表会 

内容：園児の音楽発表会 

場所：相良総合センターい～ら 

すすき幼稚園 

0548-52-0567 

3 日 09:00～11:30 林野火災合同訓練 

内容：牧之原・御前崎消防署との合同訓練（指揮

者隊上空偵察訓練、中継訓練、空中消化訓練等） 

想定：新庄区内において山林火災が発生し延焼拡

大中。空陸からの防御活動を実施するための防

災ヘリコプターを要請し一挙鎮圧を図る。 

場所：地頭方海兵公園、地頭方漁港 

対象：静岡県消防防災航空隊、市消防団、牧之原

御前崎消防署等 

防災局 

0548-23-0057 

4 月 08:30～11:50 新入生一日入学 

来年度入学する子どもたちが、小学校の生活、学

習を体験する 

場所：川崎小体育館 

川崎小学校 

0548-22-0027 

5 

～ 

7 

火 

～ 

木 

終日 6年修学旅行（長野立科自然体験） 

目的：厳しい冬の自然の中での様々な体験を通し

て、自然に対する理解や感動を得る 

内容：クロスカントリースキー、ネーチャースキ

ーツアー 

参加者：6年児童32人 

萩間小学校 

0548-54-0020 

5 火 08:00～08:20 

 

ふるさと自慢 

内容：日本人の心 

講師：勝間田区 長興寺 森田勝准 住職 

場所：勝間田小学校 

出席者：児童165人 

勝間田小学校 

0548-28-0013 

  13:00～14:40 新1年生一日入学 

内容：来年度入学する新1年生と保護者を対象に

一日入学を行う（授業・5年生と体育館で遊ぶ） 

場所：片浜小学校 

 

 

 

 

片浜小学校 

0548-52-0311 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

5 火 13:45～14:45 動物愛護教室 

目的：動物愛護精神の高揚を図る。犬との安全な

接し方を学び、咬傷事故の防止を図る。 

内容：動物愛護や動物の健康・病気等に関する話、

ワークショップ等 

場所：細江小学校体育館 

主催：(社)静岡県動物保護協会榛原支部 

環境課 

0548-53-2609 

  13:45～14:30 ディーサービス訪問 

内容：訪問し、歌や手遊びを披露したりお年寄り

と触れ合う 

場所：地頭方ディーサービス 

対象：5歳児とお年寄り 

人員：60人 

地頭方保育園 

0548-58-0001 

6 水 08:30～16:30 

 

雪あそび遠足 

内容：親子で雪遊びを楽しむ 

場所：遊園地ぐりんぱ 

対象：年長児親子 

人員：13組の親子 

菅山保育園 

0548-52-3733 

  14:00～14:45 こまであそぼう 

内容：こまのたけちゃんに教えてもらい、お正月

遊びのこまを楽しむ 

場所：牧之原保育園 

対象：4～5歳児 

人員：60人 

牧之原保育園 

0548-27-2223 

  15:00～ 

(予定) 

鹿児島県南九州市・静岡県牧之原市 日本の二大茶

産地交流会 

目的：合併により日本一の茶産地となった南九州

市と協力して茶業振興を図る。 

場所：鹿児島県南九州市知覧庁舎会議室 

参加人員：約13人（牧之原市） 

 

お茶振興課 

0548-53-2621 

7 木 09:50～10:30 長縄大会 

内容：8の字跳びの練習の成果を発揮し、各学年

新記録を目指す 

場所：牧之原小学校 

参加人員：全校児童172人 

 

 

牧之原小学校 

0548-27-2314 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

7 木 10:20～10:50 お汁粉会 

内容：園で搗いた餅でお汁粉を作って食べる 

場所：地頭方幼稚園 

参加者：全園児 

地頭方幼稚園 

0548-58-0501 

  13:30～ 一日入学 

内容：平成 20年度入学予定者とその保護者を迎

え、説明会を開く。入学予定者の対応を5年生

が行う 

場所：地頭方小学校 

対象：平成20年度入学予定者、5年生 

地頭方小学校 

0548-58-0003 

8 金 0:00～ 送り神（おくりがみ） 

内容：7日深夜から8日明朝にかけて、地区の各

戸を子供たちが廻って歩き悪霊送り・防御をす

る行事 

場所：片浜・鹿島地区 

社会教育課 

0548-53-0120 

8 

～ 

9 

金 

～ 

土 

08:30～16:00 

 

08:30～11:30 

 

作品展 

内容：今までに描いた絵や製作物やテーマに沿っ

た作品を展示公開 

場所：地頭方幼稚園プレールーム 

参加者：園児、保護者等 

地頭方幼稚園 

0548-58-0501 

 

8 

～ 

9 

金 

～ 

土 

09:00～16:00 

 

09:00～11:00 

みんなの作品展 

内容：絵や作品の展示 

場所：相良幼稚園 

相良幼稚園 

0548-52-1165 

8 金 終日 社会科見学・体験学習（森のはたらきと森林保全） 

目的：森の管理の体験や専門家からの話を聞いた

りすることで、森林の大切さを知る 

内容：森の管理・保全体験学習、森林土壌保水力

の実験 

場所：榛原ふるさとの森（牧之原市切山） 

参加者：5年児童33人 

萩間小学校 

0548-54-0020 

  10:00～11:00 

 

人権教室 

内容：挨拶の励行、思いやり、仲良くする事等お

話や紙芝居、手遊びを通して子どもに知らせて

いく 

場所：地頭方保育園 

対象：3歳児～5歳児（53人） 

地頭方保育園 

0548-58-0001 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

8 金 

 

13:00～ 

 

県無形民俗指定文化財「一幡神社の御榊神事」酒づ

くり 

内容：平成 19年度旧本名（当番）宅にて神事に

奉納される酒（どぶろく）づくりを行う 

場所：牧之原市菅ヶ谷（水嶋久二男宅） 

社会教育課 

0548-53-0120 

  13:40～16:00 

 

授業参観・長縄大会 

内容：対抗で8の字跳びとみんなでジャンプの競

技会 

場所：片浜小学校 

片浜小学校 

0548-52-0311 

  13:40～16:00 

 

21世紀を生きる浜っ子を育てる会 

内容：片浜区会委員・民生委員・学校評議員・

ＰＴＡ役員で片浜小学校の教育活動につい

ての意見交換 

場所：片浜小学校 

片浜小学校 

0548-52-0311 

9 

～ 

10 

土 

～ 

日 

10:00～17:00 

 

10:00～15:00 

はりはら塾発表会 

内容：はりはら塾受講生の作品展示、ステージ発

表及び講師による体験教室 

・展示発表・体験教室：9～10日 

・舞台発表：10日10:00～15:00 

場所：榛原文化センター 

主催：はりはら塾発表会実行委員会 

榛原文化センター 

（はりはら塾運営

委員会事務局） 

0548-23-0002 

9 土 10:00～ 平成20年度はりはら塾受講生募集開始 

募集詳細は2月初旬に新聞折込チラシで告知 

場所：榛原文化センター 

募集期日：2月9日（土）～3月7日（金） 

9:00～20:00（但し、2月 9日～10日は 10:00

～17:00） 

講座開設期間：平成20年4月～平成21年1月 

榛原文化センター 

（はりはら塾運営

委員会事務局） 

0548-23-0002 

  12:30～ 県無形民俗指定文化財「一幡神社の御榊神事」御本

飯（御神体）づくり 

内容：平成 19年度旧本名（当番）宅にて神事に

て御神体となる餅つきを行う 

場所：牧之原市ヶ谷（水嶋久二男宅） 

 

 

社会教育課 

0548-53-0120 



- 8 - 

日 曜 時間 行事 連絡先 

10 日 07:00～ 第2回 資源回収 

内容：新聞紙、雑誌、段ボール等を回収し、資源

の有効活用を実践する 

場所：榛原中学校 

その他：予備日11日 

榛原中学校 

0548-22-0025 

  09:00～11:30 新庄区公民館まつり 

内容：地区民の生涯学習活動の展示・芸能発表な

ど 

会場：新庄区公民館 

相良公民館 

0548-52-1021 

  12:00～ 県無形民俗指定文化財「一幡神社の御榊神事」神幸

行列・神事 

内容：平成19年度旧本名（当番）宅から平成20

年度新本名に守護役が受け継がれる神事を行

う 

場所：牧之原市菅ヶ谷（一幡神社） 

社会教育課 

0548-53-0120 

  08:00～ 

受付 

08:50～ 

開会式 

第51回 牧之原市マラソン大会 

場所：相良庁舎前広場（受付/開会式/閉会式） 

種目：10kmの部 10:30 スタート 

  5.220kmの部 10:20スタート 

  2.5kmの部 10:00スタート 

  12時終了予定 

主催：牧之原市体育協会 

主管：牧之原市体育協会陸上部 

後援：牧之原市、牧之原市教育委員会、静岡新聞

社、SBS静岡放送、中日新聞社 

体育協会陸上部 

川村久雄 

0548-52-0090 

 

牧之原市体育協会 

0548-52-4600 

 

11 月 13:30～ 建国祭 

内容：記念式典、アトラクションなど 

場所：相良総合センター い～ら 

主催：牧之原市建国記念の日奉祝実行委員会・日

の丸掲揚推進実行委員会 

 

奉祝実行委員会事

務局 河守 

090-3305-9369 

  18:00～ 県無形民俗指定文化財「蛭ヶ谷の田遊び」 

内容：蛭ヶ谷地区の若者たちによる五穀豊穣と無

病息災を願う田遊び演目が深夜まで奉納され

る。今年度より、2年間に渡る国指定に向けた

詳細な文化財調査が始まる。 

場所：牧之原市蛭ヶ谷（蛭児神社） 

 

社会教育課 

0548-53-0120 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

12 火 終日 社会科見学（ＮＨＫ） 

目的：実際に番組作りを体験したり、施設を見学

したりして放送の仕事を学ぶ 

内容：子どもたちの手で番組作り 

場所：ＮＨＫ静岡放送局 

参加者：5年児童33人 

萩間小学校 

0548-54-0020 

  14:35～ 

16:25～ 

勝間田っ子すこやか談話会 

内容：勝間田っ子の現状をさぐり、地域全体で子

どもを育てるにはどうしたらよいかを話し合

う 

場所：勝間田小学校 

出席者：地域の方17人 

区長、青少年健全育成委員、生涯学習委員、人

権擁護委員、民生児童委員、学校評議員、ＰＴ

Ａ役員10人、保護者7人、職員13人 

勝間田小学校 

0548-28-0013 

13 水 06:30～12:15 静岡県原子力防災訓練 

場所：相良公民館 

内容：別添資料参照 

参加人員：約100人 

 

防災局 

0548-23-0056 

14 

～ 

16 

木 

～ 

土 

07:30～17:45 

 

08:30～12:00 

作品展 

内容：園児の１年間の絵画・作品の展示 

場所：遊戯室（舞台側） 

対象：園児保護者 

人員：67人 

坂部保育園 

0548-29-0208 

14 木 08:15～08:45 感謝の集い 

内容：登下校でお世話になっている交通指導員

や、学習でお世話になった地域の方々をお呼び

し、感謝の気持ちを表す 

場所：牧之原小学校 

対象：交通指導員、栄養士、調理員、学習ボラン

ティア、祖父母会長等 

参加人員：全校児童172人 

 

 

牧之原小学校 

0548-27-2314 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

14 木 09:15～12:00 お父さんとクッキング・エスパルスサッカー教室 

内容：お父さんと焼きそば作りや、エスパルス所

属の選手に来ていただき、サッカー教室を楽し

む 

場所：萩間保育園運動場と年長児クラス 

対象者：年長児と保護者 

人員：約35人 

萩間保育園 

0548-54-1230 

  10:20～ 感謝の集い 

内容：一年間お世話になった地域の方々に対して

感謝の気持ちを表す会 

場所：地頭方小学校 

対象：全学年 

地頭方小学校 

0548-58-0003 

  14:00～ 家庭教育学級閉講式 

内容：一年間を振り返る 

場所：榛原中学校 

榛原中学校 

0548-22-0025 

  19:00～20:30 「まちづくり基本条例を考える会」検討結果報告に

ついて 

場所：榛原庁舎4階会議室 

対象:考える会幹事及び区長等 

秘書政策課 

0548-23-0052 

15 

～ 

16 

金 

～ 

土 

07:30～18:00 

 

09:00～12:00 

作品展 

内容：園児の1年間の絵画・作品の展示 

場所：遊戯室 

対象者：園児保護者 

人員：62人 

勝間田保育園 

0548-28-0329 

15 

～ 

16 

金 

～ 

土 

07:30～18:00 

 

08:30～12:30 

 

作品展 

内容：園児の1年間の絵画・作品の展示 

場所：遊戯室 

対象：園児保護者 

人員：78人 

静波保育園 

0548-22-0155 

15 金 08:15～16:00 年長児雪あそび遠足 

内容：親子で雪遊びを楽しむ 

場所：ぐりんぱ 

対象：5歳児親子 

人員：22名 

 

坂部保育園 

0548-29-0208 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

15 金 08:30～16:30 雪見遠足 

内容：親子で雪あそびを楽しむ 

場所：ぐりんぱ 

対象：年長児親子、職員 

人員：40人 

静波保育園 

0548-22-0155 

  09:15～11:00 

 

外国語に親しむ（年長） 

内容：ピエール先生と一緒に遊びながら色や数、

果物の単語を知る 

場所：相良幼稚園 

対象：年長児 

相良幼稚園 

0548-52-1165 

  10:30～11:15 じゃが芋植え 

内容：園内の畑にじゃが芋の種付けをする 

場所：地頭方幼稚園 

参加者：4歳児 

地頭方幼稚園 

0548-58-0501 

 

  14:45～15:50 学校保健委員会 

目的：エイズについての知識理解を深めるととも

に差別や偏見をなくす気持ちを高め命の大切

さ・尊さや自分や友だちを大切にする気持ちに

ついて考える 

場所：坂部区民センター 

講師：ＮＰＯ法人魅惑的倶楽部副理事長 長田 

治義氏 

対象：5～6年児童 38人、職員、ＰＴＡ役員、

保護者代表、学校歯科医、学校薬剤師 

坂部小学校 

0548-29-0200 

  19:00～20:30 「まちづくり基本条例を考える会」検討結果報告に

ついて 

場所：相良庁舎４階大会議室 

対象:考える会幹事及び議会議員 

秘書政策課 

0548-23-0052 

16 土 13:30～16:00 

 

講演 

14:00～15:30 

男（ひと）と女（ひと）のフォーラム 

内容：講演会  

演題：「牧之原市の未来」 

講師：スズキ（株）取締役会長 鈴木修氏 

場所：相良総合センターい～ら 

 

 

榛原文化センター 

0548-23-0002 

社会教育係 

0548-53-2646 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

17 日 09:00～11:30 須々木区公民館まつり 

内容：地区民の生涯学習活動の展示・芸能発表な

ど 

会場：相良公民館 

相良公民館 

0548-52-1021 

19 火 08:00～08:20 バトンタッチの会 

内容：委員会活動の引き渡しの会、6年生から 5

年生へ活動の主体をバトンタッチする会 

場所：勝間田小学校 

出席者：全校児童 

勝間田小学校 

0548-28-0013 

  08:05～08:20 バトンタッチ集会 

内容：2～4年生は、1つ下の学年に、メッセージ

を伝える。6年生は、5年生、4年生に対して、

委員会活動の引き継ぎ等を行う 

目的：それぞれの役割の自覚を育てる 

場所：菅山小学校 

対象：全校児童、職員 

菅山小学校 

0548-52-0558 

  08:30～ 牧之原市議会運営委員会 

場所：相良庁舎4階第3会議室 

議会事務局 

0548-53-2650 

  09:30～ 牧之原市議会常任委員会（総務、文教厚生委員会） 

場所：相良庁舎4階第1・第2会議室 

議会事務局 

0548-53-2650 

  09:00～11:00 萩間保育園との交流会（1年） 

目的：萩間保育園の園児と1年生の交流を通して

互いの成長を確認する 

場所：萩間小学校 

参加者：萩間保育園年長児、1年児童 

萩間小学校 

0548-54-0020 

  10:05～10:25 4～6年、なかよし学級学習発表会 

内容：一年の学習のまとめとして各学級で発表会

を行い、保護者の方に参観していただく 

場所：川崎小学校 

川崎小学校 

0548-22-0027 

  13:50～14:45 新一年生１日入学 

目的：新1年生には、現1年生との交流学習により

、小学校での学習の楽しさを味わってもらい、

入学への不安を取り除く 

その他：終了後、関係幼稚園、保育園の先生方と

小学校との話し合いの時間を持つ 

相良小学校 

0548-52-1433 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

19 火 19:00～21:00 

 

牧之原市吉田町手話奉仕員養成講座及び講座閉講

式 

内容：手話最終講座、修了証書授与 

終了予定者：参加者12名中8名 

場所：吉田町学習センター 

福祉企画課 

0548-23-0072 

２０ 水 10:00～ 夢実現講座「ゆめをあきらめない」 

目的：義足のランナー島袋さんの講話を聞き、ど

んなつらいことでもあきらめずに挑戦しよう

という意欲を高める 

内容：全校児童を対象とした講演 

細江小学校 

0548-22-0024 

  10:30～16:30 

15:15～16:30 

研修（地域公開） 

内容：研修会 

講師：横浜国立大学教授 髙木展郎先生 

その他：全学級の授業公開も行い、地区内の学校、

保護者にも参加を呼びかけている 

相良小学校 

0548-52-1433 

  13:00～ 平成19年度国際民俗芸能フェスティバル 

内容：牧之原市大江の「国指定無形民俗文化財 

大江八幡宮の御船神事」が出演 

会場：新国立劇場中劇場（東京都渋谷区） 

社会教育課 

0548-53-0120 

  13:45～14:35 こころざし講話会 

内容：音楽の道を志した経緯や現在の活動につい

ての講話 

講師：焼津中央高校 松永好己先生 

場所：榛原中学校 

榛原中学校 

0548-22-0025 

  18:00～20:00 映像の撮影・編集セミナー 

内容：パソコンを利用したビデオ撮影・編集テク

ニック（入門編）の講座 

場所：榛原庁舎4階会議室 

情報発信課 

0548-23-0044 

21 木 08:00～08:15 地域の方の読み聞かせ 

目的：地域の方による読み聞かせを通して、読書

に親しむとともに、心を耕し豊かな心を育む 

その他：読み聞かせをしてくれた方へのお礼をす

る 

萩間小学校 

0548-54-0020 

  09:00～ 牧之原市議会常任委員会（経済建設委員会） 

場所：相良庁舎4階第3会議室 

議会事務局 

0548-53-2650 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

21 木 10:00～11:00 ほがらか教室との交流会 

内容：勝間田地区高齢者とゲーム・歌等 

場所：勝間田会館 

対象者：園児・ほがらか教室生 

人員：100人 

勝間田保育園 

0548-28-0329 

  13:10～ 観劇 

内容：全園児で「かちかち山」の人形劇を鑑賞 

場所：地頭方幼稚園 

参加者：全園児 

地頭方幼稚園 

0548-58-0501 

 

  18:30～20:00 権利擁護に関する講演会「成年後見制度の活用」 

内容：成年後見制度の概要や相談機関、具体的な

手続き、費用等、活用に向けた知識を得る 

場所：相良公民館 

講師：司法書士 堀池勇 氏 

対象：一般市民、ケアマネジャー、民生委員等 

牧之原市地域包括

支援センターオリ

ーブ 

0548-53-1900 

22 金 08:00～ ペア納め 

内容：一年間共に活動してきたペアとのお別れの

会 

場所：地頭方小学校 

対象：全学年 

地頭方小学校 

0548-58-0003 

  13:45～14:35 参観会・懇談会 

内容：参観会、職業講話 

講師：小路有鷹先生 

対象：２年生及びその保護者 

榛原中学校 

0548-22-0025 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

24 日 08:30～ 

受付 

09:00～ 

開会式 

第3回 静波駅伝大会 

場所：牧之原市、静波ライフセービングクラブハ

ウス 

選手：1チームの編成は選手6名（うち補欠2名） 

部門： 

・市内の部（市内自治会、市内事業所、クラブ、

グループ等) 

・一般の部（高校、市外事業所、クラブ等） 

・女子の部（一般、高校、中学の女子で編成さ

れたチーム） 

・中学男子の部（学校単位でチームを編成する

こと） 

・小学生の部（学校やクラブ単位でﾁｰﾑを編成

すること） 

主催：牧之原市体育協会 

主管：牧之原市体育協会陸上部 

後援：牧之原市、牧之原市教育委員会 

協力：牧之原警察署、牧之原市交通指導委員会、

牧之原市体育指導委員会 

体育協会陸上部 

川村久雄 

0548－52－0090 

 

スポーツ振興課 

0548-53-2648 

25 月 09:00～ 市議会2月定例会 本会議（初日：提案説明） 

場所：相良庁舎議場 

 

2月定例会日程 

3月7日：本会議（補正予算審議採決、通告質疑、

委員会付託） 

3月10、11日：一般質問 

3月12日：一般質問予備日 

3月13、14、17日：委員会（予算連合審査） 

3月18日：委員会（付託議案審査） 

3月19日：委員会（付託議案審査予備日） 

3月25日：本会議（採決） 

議会事務局 

0548-53-2650 

  13:50～ 参観会・懇談会 

内容：一年間の子どもたちの成長について授業を

通して保護者に感じ取ってもらう 

場所：地頭方小学校 

対象：全学年 

地頭方小学校 

0548-58-0003 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

26 火 14:05～14:50 ありがとう清掃活動 

内容：校舎や用具に感謝の気持ちをもって清掃活

動を行う 

場所：勝間田小学校 

出席者：全校児童 

勝間田小学校 

0548-28-0013 

27 水 10:00～11:05 6年生を送る会 

目的：一年間リードしてきた6年生に感謝の気持

ちを伝える 

内容：各学年の児童が6年生に感謝の気持ちを込

めて劇を行ったり、手作りのプレゼントをした

りする 

場所：萩間小学校 

参加者：全児童189人 

萩間小学校 

0548-54-0020 

  13:45～14:35 1～3年学習発表会 

内容：一年の学習のまとめとして各学級で発表会

を行い、保護者の方に参観していただく 

場所：川崎小学校 

 

川崎小学校 

0548-22-0027 

28 木 09:00～14:30 なかよし遠足 

内容：全園児でお別れの遠足を楽しむ 

場所：蓮華寺池公園 

参加者：全園児 

地頭方幼稚園 

0548-58-0501 

 

  09:30～10:30 

 

火災避難訓練 

内容：消防署員による、消火訓練 

場所：相良幼稚園 

対象：5歳児 

相良幼稚園 

0548-52-1165 

  10:00～11:00 人形劇鑑賞 

内容：人形劇を見る「茶問屋ショーゴ」 

場所：遊戯室 

対象：園児・家庭教育学級生 

人員：90人 

勝間田保育園 

0548-28-0329 

29 金 9:15～ 6年生ありがとうの会 

内容：卒業する6年生に下級生からお礼と祝福を

する会 

場所：地頭方小学校 

対象：全学年 

地頭方小学校 

0548-58-0003 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

29 

 

金 

 

10：00～11:00 人形劇 

場所：相良総合センター「い～ら」 

対象：未就園児の親子 

内容：‘人形芝居かすぺる’による「ショショし

ょうじょうじ」の上演 

日本昔話「しょうじょう寺のたぬきばやし」よ

り 

子育て支援センタ

ー榛原 

0548-22-0174 

  13:35～14:35 学校保健委員会 

目的：「心を育む性教育」と題して講演をしてい

ただき、自分の存在や今後の成長に自信をもつ

ことができる 

講演：「心を育む性教育」～大切にしよう かけ

がえのない命～ 

講師：ＮＰＯ法人魅惑的クラブ副理事長 長田 

治義 様 

参加者：6年児童（32人）、6年保護者 

萩間小学校 

0548-54-0020 

  18:30～21:00 牧之原市区公民館主事発表研修会 

内容：活動内容発表（大沢区・遠渡区）、講師講

評及び講演 

場所：相良公民館 

相良公民館 

0548-52-1021 

 


