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 牧之原市 広報素材（1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 

15 

16 

22 

23 

29 

30 

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 

 

15

～ 

25 

土 

～ 

火 

 中・高交流研修 

内容：相良高等学校の大鐘教諭と相良中学校の飯

野教諭が1月15日からの10日間勤務地を変え

て校種を替え研修交流を行う。 

相良中学校 

0548-52-1233 

15 

～ 

17 

火

水

木 

終日 榛中へいかざあ 

内容：自由参観 

場所：榛原中学校 

榛原中学校 

0548-22-0025 

16

～

18 

水

～

金 

08:30～15:30 御前崎中学生体験実習 

内容：中学生による保育体験 

対象：御前崎中学生 

場所：地頭方幼稚園 

地頭方幼稚園 

0548-58-0501 

16 

～ 

18 

水 

 

金 

08:30～16:00 御前崎中学生体験実習 

内容：保育のお手伝い 

対象：中学2年生と保育園児 

場所：地頭方保育園 

人員：園児79名中学生10名 

地頭方保育園 

0548-58-0001 

21 

28 

月 

月 

すべて 

08:10～08:25  

本の読み聞かせ 

場所：相良小学校  

相良小学校 

0548-52-1433 

21 

28 

月 

月 

14:00～14:45 

14:00～15:45 

おはなし会 

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 

相良小学校 

0548-52-1433 

22

～

1 

火

～

金 

11:45～12:45 今日のお客さん 

内容：園児5名位と園長・主任と一緒に和室で食

事をする。 

対象：年中・年長児、園長・主任 

場所：地頭方幼稚園  

地頭方幼稚園 

0548-58-0501 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

23 

24 

水 

木 

10:00～12:00 学校給食展 

場所：吉田榛原学校給食共同調理場 

内容：調理作業見学、展示、当日の学校給食の試

食、ビデオ放映など 

参考：給食週間  1月24日～1月30日（水） 

   給食記念日 1月24日（木） 

吉田榛原学校給食

共同調理場（吉田

町） 

0548-32-1750 

     

日 曜 時間 行事 連絡先 

1 火 06:30～ さがらサンビーチ初日の出 

内容：神主による祈願式 

その他：相良塩の配布有り 

場所：さがらサンビーチ 

主催：牧之原市観光協会 

牧之原市観光協会 

0548-22-5600 

4 金 16:00～17:30 新春初顔合わせ会 

内容：牧之原市らしくお茶とお菓子でお祝いし、

市内各界の方と連携を図る 

場所：うおとも（地頭方） 

秘書政策課 

0548-23-0052 

6 日 12:50～ 牧之原市消防団出初式 

内容：表彰式、操法披露、ラッパ隊演奏、抽選会 

場所：静波グランド 

防災局 

0548-23-0057 

7 月 08:20～09:00 始業式 

対象：全学年 

場所：川崎小学校体育館 

川崎小学校 

0548-22-0027 

  08:30～ 始業式 

対象：全学年 

場所：地頭方小学校体育館 

地頭方小学校 

0548-58-0003 

  09:00～09:35 始業式 

対象：全学年 

場所：榛原中学校体育館 

榛原中学校 

0548-22-0025 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

7 月 09:00～10:40 書き初め会 

対象：全学年 

場所：勝間田小学校体育館等 

勝間田小学校 

0548-28-0013 

  09:50～11:00 校内書き初め大会 

対象：全校児童 

場所：菅山小学校体育館等 

菅山小学校 

0548-52-0558 

8 

9 

火

水 

 

すべて 

08:20～11:50 

書き初め大会 

対象：全校児童 

場所：川崎小学校 

川崎小学校 

0548-22-0027 

8 

9 

 

火

水 

 

すべて 

08:25～12:10 

書き初め会 

対象：全校児童 173人 

場所：相良小学校 

相良小学校 

0548-52-1433 

8 火 08:30～10:00 

1～4年 

10:30～12:00 

5～6年 

校内書き初め大会 

対象：全校児童 173人 

場所：牧之原小学校体育館等 

 

牧之原小学校 

0548-27-2314 

  08:30～10:30 どんど焼き 

内容：暮れに園で作った正月飾りを焼いて納め

る。お餅を焼く。 

場所：牧之原保育園園庭 

対象者：全園児 

人員：103名 

牧之原保育園 

0548-27-2223 

  08:30～12:10 校内書き初め会 

場所：体育館または各教室 

細江小学校 

0548-22-0024 

  9:15～ 書き初め 

対象：全学年 

場所：地頭方小学校体育館 

地頭方小学校 

0548-58-0003 

  09:25～11:15 書き初め大会 

対象：全校児童 115人  

場所：坂部小学校体育館等 

坂部小学校 

0548-29-0200 

9 水 10:00～11:00 人形劇観劇 “劇団貝の火” 

内容：「一寸法師、犬とおともだち」 

場所：萩間保育園ホール 

対象：3～5歳児 

人員：43名 

菅山保育園 

0548-52-3733 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

9 水 10:00～11:00 

 

人形劇観劇“劇団貝の火” 

内容：「一寸法師、犬とおともだち」 

場所：萩間保育園ホール 

対象者：3～5歳児 

人員：47名 

萩間保育園 

0548-54-1230 

  11:15～13:10 夢講演会３ 

内容：清水エスパルスの枝村選手を招いて実演や

一緒に給食を食べたり遊んだりする 

場所：萩間小学校 

※日程は変更の可能性あり 

萩間小学校 

0548-54-0020 

  14:00～15:00 人形劇観劇‘劇団貝の火’ 

内容：「一寸法師・犬のおともだち」 

場所：牧之原保育園ホール 

対象者：全園児 

人員：103名 

牧之原保育園 

0548-27-2223 

  14:10～14:55 スポーツ選手とふれあう会 

内容：清水エスパルスの枝村匠馬選手の話や実演

など 

場所：菅山小学校 

菅山小学校 

0548-52-0558 

10 木 08:00～ 雪見遠足 

対象：4～5歳児の親子 

場所：ぐりんぱ 

地頭方幼稚園 

0548-58-0501 

  10:00～11:00 人形劇観劇 “劇団貝の火” 

内容：「一寸法師、犬とおともだち」 

場所：トーク地頭方 

対象者：3～5歳児 

人員：56名 

大沢保育園 

0548-52-3141 

  10:00～11:00 人形劇観劇 “劇団貝の火” 
内容: ｢一寸法師・犬のお友だち」 

場所：トーク地頭方 1階ホール 

対象者：3歳～5歳児 

人員：100名 

地頭方保育園 

0548-58-0001 

  19:00～20:30 第24回国民文化祭牧之原市実行委員会総会 

内容：総会並びに第1回実行委員会 

場所：相良総合センター いーら 

社会教育課（い～

ら） 

0548-52-5544 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

11 金 

 

9:25～ 

3～4年生 

10:30～ 

5～6年生 

11:25～ 

1～2年生 

防犯教室 

内容：警備会社のＡＬＳＯＫによる防犯教室 

場所：未定（教室を予定している） 

参加者：全校児童 115人 

 

坂部小学校 

0548-29-0200 

12 土 09:30～11:30 介護者のつどい 

内容：ほっと一息「ストレスの緩和 コーヒーの

効能と入れ方」 

対象：在宅で要支援、介護認定を受けている方を

介護している方。 

会場：さざんか 2階和室 

目的：日頃の介護から一時的に開放する場を提供

し、在宅介護が継続できるよう支援をする。 

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 

  09:30～16:00 

(予定) 

市民討論会“ハラハラまきのハラ マニフェスト” 

場所：総合健康福祉センター さざんか 

主催：“みんなで語ろう まきのはら”実行委員会 

   

秘書政策課 

0548-53-0052 

13 日 09:30～10:40

頃 

平成20年牧之原市成人式 

内容：アトラクションとしてはいばら太鼓演奏、

櫻井大介ミニコンサートほか 

場所：榛原文化センター 

その他：相良中学生がボランティアとして参加 

社会教育課 

0548-52-2646 

 

  10:00～12:00 

(予定) 

市民討論会“ハラハラまきのハラ マニフェスト” 

場所：総合健康福祉センター さざんか 

主催：“みんなで語ろう まきのはら”実行委員会 

       

秘書政策課 

0548-23-0052 

15 火 

 

 

09:30～11:00 年長かきかた教室 

内容：鉛筆の持ち方の指導 

対象：年長児 

講師：橘書道会の本多先生 

相良幼稚園 

0548-52-1165 

16 水 08:00～16:00 

 

年長雪あそび遠足 

内容：親子で雪あそびを楽しむ 

場所：ぐりんぱ 

対象：5歳児親子 

人員：34名 

萩間保育園 

0548-54-1230 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

16 水 

 

09:20～10:05 避難訓練 

内容：火災発生を想定した避難訓練、水消火器を

使った消火訓練 

対象：全校児童 

場所：片浜小学校 

片浜小学校 

0548-52-0311 

  10:10～10:30 避難訓練 

内容：休み時間に地震が起きたと想定した避難訓

練 

参加者：全校児童 115人 

場所：坂部小学校 

坂部小学校 

0548-29-0200 

17 木 08:00～16:00 

 

年長児雪見遠足 

内容：親子で雪あそびを楽しむ 

場所：ぐりんぱ 

対象：5歳児親子 

人員：5歳児16人と保護者 

静波西保育園 

0548-22-0041 

  09:00～11:00 

 

家庭教育学級学習会 

内容：おやつ作りの指導 

対象：園児と親子 

講師：食生活推進協議会 

相良幼稚園 

0548-52-1165 

  10:05～10:20 避難訓練 

内容：火災時の避難訓練、消火体験や煙体験など 

対象：全校児童189名 

場所：萩間小学校運動場 

萩間小学校 

0548-54-0020 

  10:05～10:25 おにぎりで過ごす日・避難訓練 

内容：給食なし、おかずなしのおにぎりで過ごす 

場所：川崎小学校 

川崎小学校 

0548-22-0027 

18 金 08:00～16:00 年長児雪見遠足 

内容：親子で雪あそびを楽しむ 

場所：ぐりんぱ 

対象者：5歳児親子 

人員：5歳児7名と保護者 

勝間田保育園 

0548-22-0329 

  08:00～17:00 年長児雪見遠足 

内容：親子で雪あそびを楽しむ 

場所：ぐりんぱ 

対象：5歳児親子 

人員：5歳児19名と保護者 

細江保育園 

0548-22-5263 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

18 金 08:30～14:55 フリー参観会・校内持久走大会 

内容：終日フリーに授業を参観できる機会を作

る。校内持久走大会 

対象：児童、保護者 

場所：菅山小学校 

菅山小学校 

0548-52-0558 

  09:30～10:30 一日入園説明会 

内容：入園予定幼児が在園児と遊ぶ 

対象：平成20年度入園者 

場所：地頭方幼稚園  

地頭方幼稚園 

0548-58-0501 

  09:30～11:30 万年青大学 

内容：合同閉講式  講師 渡辺佳洋 

場所：相良総合センター い～ら 

相良公民館 

0548-52-1021 

  13:20～13:35 避難訓練 

内容：予期せぬ時に、地震が発生したと想定し、

最良の方法で避難できるように実践的な演習

を実施する（児童への予告無し） 

場所：相良小学校 

相良小学校 

0548-52-1433 

20 日 07:00～ 資源回収 

対象：地頭方学区 各戸 

場所：地頭方漁港 

地頭方小学校 

0548-58-0003 

  10:00～11:00 

14:00～15:00 

講談社「本とあそぼう全国訪問おはなし隊」 

内容：本に親しんでもらうための読み聞か  

せ 

場所 10:00～ 相良保健センター前 

   14:00～ 榛原文化センター前 

社会教育課 

0548-52-2646 

 

  13:00～15:30 ブラスアルファコンサート 

内容：幼保小学生向けコンサート 

場所：相良総合センター い～ら 

相良公民館 

0548-52-1021 

21 月 09:20～12:10 租税教室 

内容：市職員の指導により、租税の大切さを知ら

せる。 

場所：川崎小学校 

川崎小学校 

0548-22-0027 

  10:00～10:30 誕生会 

内容：はるかぜたんぽぽさんに来ていただき腹話

術を見る 

場所：相良幼稚園 

相良幼稚園 

0548-52-1165 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

22 火 09:00～11:00 家庭教育学級学習会 

内容：河村けい子さんの子育てのお話を聞く 

対象：3歳児の保護者15人 

場所：地頭方幼稚園 

地頭方幼稚園 

0548-58-0501 

  10：00～11：00 みんなで走ろう会（マラソン） 

内容：年齢別に土手を走る 

場所：園庭・勝間田川土手 

対象者：2歳児～5歳児 

人員：55名 

勝間田保育園 

0548-28-0329 

  13:00～13:40 校内長縄大会 

内容：各学級ごと「3分間8の字とび」に挑戦す

る 

場所：細江小学校運動場 

細江小学校 

0548-22-0024 

  19:00～ お父さん、お母さんのための情報環境講座 

内容：保護者の方に、インターネット等の利用の

仕方等を講義する 

場所：川崎小学校パソコン室 

川崎小学校 

0548-22-0027 

23 水 09:50～11:05 長縄大会 

内容：静岡県保健体育課が推進している体力アッ

プコンテストの一つである長縄に挑戦する 

対象：全校児童185名 

場所：萩間小学校体育館 

萩間小学校 

0548-54-0020 

  10:00～11:00 エスパルス体育教室 

内容：園児へのサッカー指導 

対象：4～5歳児 

場所：地頭方保育園 

人員：29名 

地頭方保育園 

0548-58-0001 

  10:45～12:15 家庭教育学級講演会・閉講式 

演題：「絵から見る子どもの心」 

講師：池谷信子先生 

 

 

 

 

 

萩間小学校 

0548-54-0020 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

23 

 

水 18:30～20:00 権利擁護に関する講演会「架空請求や悪徳業者への

対策」 

内容：悪徳商法や架空請求、多重債務、自己破産

の手続きや費用等を事例を交えて解説 

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、民生委員等 

地域包括支援セン

ターオリーブ 

0548-53-1900 

24 木 10:00～11:30 エスパルスサッカー教室 

内容：静波西保育園と合同でサッカー教室に参加 

場所：静波グランド（雨天：静波体育館） 

対象者：5歳児 

人員：20名 

静波保育園 

0548-22-0155 

 

  10:15～10:30 開校記念集会 

内容：本年度、開校99周年を迎えるため、地域

の方をお呼びして、昔の小学校の様子などを話

していただく。 

講師：大石通雄 氏 

参加人員：全校児童 173人 

場所：牧之原小学校体育館 

牧之原小学校 

0548-27-2314 

  10:30～14:00 家庭教育学級 

内容：講話「思春期の食生活について」、食事会 

講師：市栄養士（大石順子） 

場所：静波スウィングビーチ 

榛原中学校 

0548-22-0025 

  11:30～13:30 給食参観（児童生徒との会食） 

場所：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・牧之原小学校・相良

中学校・牧之原中学校 

参加者：市長、副市長、教育長、教育委員 

学校教育課 

0548-53-2645 

学校給食センター 

0548-52-3184 

25 金 10:30～12:00 学校給食展 

場所：学校給食センター 

内容：調理作業見学、展示、当日の学校給食の試

食など 

 

 

 

学校教育課 

0548-53-2645 

学校給食センター 

0548-52-3184 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

25 金 13:35～15:30 萩小一日入学 

目的：新入学児童と保護者を対象に、小学校生活

を紹介する。 

場所：萩間小学校 

対象：新入学児童と保護者 

萩間小学校 

0548-54-0020 

  19:00～20：30 子育て優待カードタウンミーティング 

内容：利用者の利用状況及び感想、課題、今後の

改善、展開など 

対象：市民代表（5名）、協賛店舗代表（5名）、

両商工会、子育て支援課、商工観光課、県企画

部企画監（少子化対策）、県厚生部子育て支援

室 

場所：さざんか 会議室 

県企画部企画監少

子化対策スタッフ 

054-221-2037 

子育て支援課 

0548-23-0073 

26 土 08:30～ 自由参観会 梅っ子フェスタ・体育館落成式 

内容：生活科・総合的な学習の時間の発表・歌の

発表、体育館耐震工事完了落成式 

場所：地頭方小学校体育館など 

対象：全学年 

地頭方小学校 

0548-58-0003 

  08:30～12:10 

 

くすの木集会 

内容：生活科や総合的な学習の時間で学んだこと

の発表会 

参加者：全校児童 115人 

場所：坂部小学校 

坂部小学校 

0548-29-0200 

  13:30～16:30 

(予定) 

シンポジウム“西原茂樹マニフェスト”この2年間

の取組みを検証しよう！ 

内容：北川正恭氏 基調講演、市長マニフェスト

検証報告、パネルディスカッション 

場所：相良総合センター い～ら 

       

秘書政策課 

0548-23-0052 

27 日 09:30～11:30 三歳児を持つ親の学級 

内容：調理実習等 

講師：市栄養士 

場所：相良公民館 

相良公民館 

0548-52-1021 

  17:30～ ニューイヤー･ジャズコンサート 

内容：牧之原市ジャズ愛好会開催のコンサート 

場所：相良総合センター い～ら 

鷺坂雅彦 

0548-58-0534 

090-3252-0837 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

28 月 09:20～10:25 児童集会 

内容：運営委員会を中心として、1年生から6年

生までが楽しめる活動を行う 

会場：静波グラウンド 

川崎小学校 

0548-22-0027 

  13:45～14:35 防犯教室  

内容：携帯電話の危険性についての講話 

講師：少年サポートセンター 

場所：榛原中学校体育館 

榛原中学校 

0548-22-0025 

29 火 09:20～10:05 租税教室（６年） 

内容：租税の仕組みを専門家から聞き、税の仕組

みについて理解を深める 

講師：市役所税務課 

対象：6年生 

場所：片浜小学校 

片浜小学校 

0548-52-0311 

  09:25～10:10 長縄集会 

内容：本校の自慢の一つである長縄跳び大会 

参加者：児童、保護者 

場所：菅山小学校 体育館 

菅山小学校 

0548-52-0558 

  13:30～ 御前崎中学校一日入学 

対象：6年生 

場所：御前崎中学校 

地頭方小学校 

0548-58-0003 

30 水 09:45～ エレクトーンコンサート 

内容：園児と保護者で演奏を聴いたり、一緒に歌

ったりする 

対象：全園児と希望保護者約60名 

場所：地頭方幼稚園 

地頭方幼稚園 

0548-58-0501 

31 木 08:00～08:30 第115回開校記念式 

内容：坂部区に関係のある講師をお招きしお話を

していただく。 

参加者：全校児童 115人 

場所：体育館 

坂部小学校 

0548-29-0200 

  08:00～16:00 

 

雪あそび遠足 

内容：親子で雪あそびを楽しむ 

場所：ぐりんぱ 

対象：5歳児親子 

人員：46名 

大沢保育園 

0548-52-3141 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

31 木 08:15～16:40 雪遊び遠足 

内容：雪遊びを楽しむ 

場所：ぐりんぱ 

対象：5歳児と保護者 

人員：園児19名、保護者19名 

地頭方保育園 

0548-58-0001 

  08:25～11:15 水墨画教室 

内容：水墨画の指導 

講師：中野素芳氏（弟子6人も来校） 

場所：川崎小学校図工室 

川崎小学校 

0548-22-0027 

  09:15～10:00 6年生租税教室 

内容：市税務課職員によるに税金に関する講話 

対象：6年児童 24名 

場所：勝間田小学校 

勝間田小学校 

0548-28-0013 

  10:00～11:00 エスパルスサッカー教室 

内容：サッカーを教えていただく 

場所：牧之原保育園 

対象：5歳児 

人員：30名 

牧之原保育園 

0548-27-2223 

  10:30～11:15 租税教室 

内容：市税務課職員によるに税金に関する講話 

対象：6年児童 

場所：菅山小学校 

菅山小学校 

0548-52-0558 

  10:35～11:20 租税教室 

内容：市税務課職員によるに税金に関する講話 

対象：6年児童 24人 

場所：牧之原小学校 6年教室 

牧之原小学校 

0548-27-2314 

  13:30～14:40 

 

すこやか委員会「生活習慣病を予防しよう」 

内容：学校医・学校栄養士を講師として迎え、生

活習慣病予防の知識を深める 

対象：4～6年児童、ＰＴＡ役員など 

片浜小学校 

0548-52-0311 

  13:50～ 「耀（かがやき）タイム」発表会 

内容：総合的な学習の学校発表会、馬頭琴の演奏

家でもある宝音（ボ・ヤン）さんによるモンゴ

ルに伝わる伝統音楽の演奏（15:00～） 

場所：相良中学校 

相良中学校 

0548-52-1233 

 


