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 牧之原市 広報素材（12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 

～ 

10 

月 

～ 

月 

すべて   

08:10～08:25 

本の読み聞かせ 

会場：相良小学校 

相良小学校 

0548-52-1433 

 

3 

～ 

14 

月

～ 

金 

すべて 

10:10～10:15 

耐寒かけ足 

目的：健康の保持増進と体力の向上 

相良小学校 

0548-52-1433 

 

3 

17 

月 

月 

すべて 

14:00～14:45 

おはなし会 

内容：ボランティアグループによる読み聞かせ 

相良小学校 

0548-52-1433 

4 

18 

火 

火 

11:00～13:30 

10:45～13:15 

3年生幼稚園実習 

内容：幼児とのふれあいを通して自分の成長を感

じたり、自分を育ててくれた家族や周囲の方に

感謝の心を持つことを狙って行う。川崎幼稚

園、榛原ふたば幼稚園への実習。 

榛原中学校 

0548-22-0025 

4 

5 

11 

12 

18 

19 

火 

水 

火 

水 

火 

水 

すべて 

15:45～17:45 

元気ッズ体操教室 

会場：海浜体育館       

対象：幼児（年少～年長）、児童（1年～新6年） 

共催：市教育委員会、（株）カワイ体操教室 

スポーツ振興課 

0548-53-2648 

 

5 

12 

19 

水 すべて 

17:45～19:00 

まきのはら総合スポーツクラブモデル事業 ちび

っこサッカー教室 

会場：静波体育館、静波グラウンド 

対象：市内5歳児～6歳児 

内容：ボールに触れ合う事を目的とする 

講師：牧之原市スポーツ少年団指導者、榛原サッ

カー協会指導者、榛原高校女子サッカー部生徒 

スポーツ振興課 

0548-53-2648 

 

5 

12 

19 

水 18:45～20:30 まきのはら総合スポーツクラブモデル事業 中学

生女子サッカー教室 

会場：静波体育館、静波グラウンド 

対象：市内中学生女子 

内容：女子サッカーの技術力の向上 

講師：牧之原市スポーツ少年団指導者、榛原サッ

カー協会指導者、榛原高校女子サッカー部生徒 

スポーツ振興課 

0548-53-2648 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

6 

13 

20 

木 14:45～15:45 クラブ活動 

会場：川崎小学校、静波グラウンド、静波体育館 

内容：地域の講師指導のもと、いろいろな活動を

行う。 

川崎小学校 

0548-22-0027 

7 

14 

金 15:00～17:15 

 

ちびっこ体操教室 

会場：静波体育館       

対象：園児、小学生 

主催：牧之原市教育委員会 

運営：ちびっ子体操教室実行委員会  

スポーツ振興課 

0548-53-2648 

 

8 

～ 

土 

～ 

 

17:00～22:00 

(点灯時間) 

榛原町商工会青年部40周年記念事業 ウィンター

フェスタ２００７ Ｆｉｎａｌ 

会場：市役所榛原庁舎前 

内容：青年部40周年記念事業として、イルミネ

ーション事業を行う。 

その他： 

記念式典 12月8日（土）15:00～ 

点灯式 12月8日（土）17:00～ 

会場 榛原庁舎前多目的広場 

主催：榛原町商工会青年部 

点灯期間：平成20年1月13日まで 

榛原町商工会 

0548-22-1166 

10 

12 

13 

月 

水 

木 

 食指導 

対象：３年生 

内容：学校栄養職員による食に関する指導 

相良小学校 

0548-52-1433 

10

～ 

21 

月 

～ 

金 

常時 多目的教室を萩小美術館に 

会場：萩間小学校 

内容：「静岡の美」美術品をお借りして、萩間小

多目的教室に、子どもたちの作品と共に展示

し、多目的教室をミニ美術館として、子どもた

ちに芸術を味わう場を提供する。 

萩間小学校 

0548-54-1230 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

1 

 

 

土 

 

 

08:00～12:00 

 

みんなの発表会 

会場：相良総合センターい～ら 

内容：劇・歌楽器・踊りなどの発表 

相良幼稚園 

0548-52-1165 

 

  08:45～11:00 

 

 

原っ子発表会 

会場：牧之原保育園 

対象：全園児と保護者 

内容：表現あそび、歌、踊り、わらべ歌等を保護

者に見てもらう。 

人員：約200人 

牧之原保育園 

0548-27-2223 

  09:00～11:30 

 

あそび発表会 

会場：菅山保育園 

対象：全園児と保護者 

内容：表現遊び、歌、踊り 

人員：約120人 

菅山保育園 

0548-52-3733 

 

  09:00～11:30 

 

にこにこ発表会 

会場：大沢保育園 

対象：全園児と保護者 

内容：表現遊び、歌、踊り 

人員：約150人 

大沢保育園 

0548-52-3141 

  09:00～11:30 

 

生活発表会 

会場：静波保育園 

対象：全園児と保護者 

内容：歌・劇等 

人員：150人 

静波保育園 

0548-22-0155 

  09:00～12:00 

 

生活発表会 

会場：静波西保育園 

対象：全園児と保護者 

内容：歌・踊り・表現遊び等 

人員：102人 

静波西保育園 

0548-22-0041 

  10:00～ 第8回市町村対抗駅伝競走大会開会式 

スタート：10:00～ 

スタート場所：県庁前 

会場：静岡市内、草薙陸上競技場 

 

 

スポーツ振興課 

0548-53-2648 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

2 日 09:00～ 地域防災訓練（各町内会） 

内容：地域で行われる防災訓練に、中学生も参加

します。もしもの時の備えをし、災害発生時に

は、中学生も地域の一員としての役割を果たす

ことができるようにしたいと考えています。 

榛原中学校 

0548-22-0025 

  09:00～ 地域防災訓練 

内容：相中生全員が各地区の防災訓練に参加し、

地区の一員として協力する。 

・校外部長（生徒代表）が聞いてきた内容を校内

の校外部会（地区毎の集まり）で下ろし生徒間

に置いて訓練内容、中学生の役割の徹底を図

る。 

相良中学校 

0548-52-1233 

3 月 10:20～11:05 食に関する指導 

会場：萩間小学校 

対象：小学3年生児童24人 

内容：よく噛んで食べよう 

講師：佐藤栄養士（給食センター） 

萩間小学校 

0548-54-1230 

 

  13:00～14:05 いも切り干しづくり〈全校児童〉 

会場：浜小学校校庭 

内容：収穫したいもを使って「いも切り干し」を

つくる。出来た「いも切り干し」は全校児童で

味わったり、福祉施設や交流校に贈る。 

片浜小学校 

0548-52-0311 

  14:00～14:45 デイサービスセンター牧之原訪問 

会場：デイサービスセンター牧之原 

対象：年長児 

内容：子どもたちの劇や歌を見てもらう 

人員：30人 

牧之原保育園 

0548-27-2223 

 

  19:00～21:00 

 

第3回榛原総合病院あり方懇談会 

会場：榛原総合病院 6Fディルーム 

健康づくり課 

0548-23-0024 

4 火 09:00～ 市議会12月定例会 本会議（初日：提案説明） 

会場：相良庁舎議場 

議会事務局 

0548-53-2650 

  09:30～12:00 

 

お年寄りとの集い（寿友会） 

会場：菅山保育園ホール 

対象：4、5才児 

内容：歌、踊りを見せたり、一緒に遊ぶ 

人員：園児25人、お年寄り15人 

菅山保育園 

0548-52-3733 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

4 火 09:30～12:30 

 

園外保育 みかん狩り 

会場：坂部 大関さん宅 

対象：4、5歳児  

内容：自然の中でみかん狩りを体験 

人員：37人 

静波保育園 

0548-22-0155 

5 水 09:00～ 牧之原市教育委員会感謝状の贈呈 

         

対象：小關 良知（りょうち） 

場所：榛原中学校 校長室 

教育総務課 

0548-53-2642 

  09:00～12:00 持久走大会 

会場：川崎小学校 静波グラウンド 

内容：1年生から6年生までが、距離を決めて自

分の目標に挑戦する。 

川崎小学校 

0548-22-0027 

5 

 

水 

 

10:00～11:00 スポーツ巡回教室 （エスパルス）  

会場：相良幼稚園 

対象：年長児 

内容：運動器具を使い子どもたちに楽しく運動遊

びを指導してくれます。 

相良幼稚園 

0548-52-1165 

 

  13:30～14:30 精神障害者共同作業所「さがら作業所」開所式 

          

場所：牧之原市福岡157-1 （元マルジュー） 

福祉企画課 

0548-23-0072 

 

6 木 08:30～12:10 校内持久走大会 

会場：運動場周回及び学校敷地内 

内容：体育の授業や全校運動の練習の成果を発揮

し、最後まで走り抜くことのできる体力と気力

を養う。 

細江小学校 

0548-22-0024 

  08:45～12:00 生活発表会 

会場：勝間田保育園 

対象：全園児と保護者 

内容：歌・リズム・劇等の表現遊び 

人員：110人 

 

 

 

 

勝間田保育園 

0548-28-0329 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

6 木 13:30～15:00 

 

ドリーム教育講演会 

会場：牧之原中学校体育館 

内容：夢に向かって努力することや生きることの

意味、自分自身を見つめ直すことの講演 

対象：牧小（5、6年生）及び牧中生 

講師：不破央氏（静岡まきのはら大使、映画「ウ

ォーターボーイズ」水泳指導者） 

主催：財団法人山﨑こども教育振興財団 

教育総務課 

0548-53-2642 

7 金 9:20～10：05 ５年喫煙防止教室 

会場：川崎小学校 

内容：「たばこと健康の会静岡」による指導。「た

ばこの本当の危険性を知ろう！」 

講師：世話人花村一男氏 

川崎小学校 

0548-22-0027 

 

 

  09:30～11:00 避難訓練及び講話 

会場：大沢保育園 

対象：全園児 

内容：火事の避難訓練及び消防署の方の講話 

人員：園児77人 

大沢保育園 

0548-52-3141 

  10:00～12:00 無農薬米の試食会 

会場：萩間小学校家庭科室 

対象：第5学年児童33人 

内容：子どもたちが栽培した無農薬米と他の米と

を同時に同一条件で炊いて、味を比べ、自分た

ちの米の栽培について振り返る。 

講師：大石通之 

萩間小学校 

0548-54-1230 

 

  13:30～15:30 相良万年青大学 

内容：交通教室 

講師：榛原警察署交通安全指導員 

相良公民館 

0548-52-1021 

  10:00～ 避難訓練 全学年（抜き打ち訓練） 

会場：孤雲寺への避難 

内容：東南海地震が昭和19年のこの日に起こり、

地頭方小学校においても被害があった。この教

訓を子どもたちに伝えるとともに、自分の身を

自分で守るという意識をもたせる。 

 

地頭方小学校 

0548-58-0003 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

8 土 08:30～11:30 あそび発表会 

会場：萩間保育園 

対象：全園児と保護者 

内容：表現遊び・踊り・歌等 

人員：約150人 

萩間保育園 

0548-54-1230 

  09:00～11:30 

 

生活発表会 

会場：坂部保育園 

対象：全園児と保護者 

内容：歌・リズム・劇等表現遊び 

人員：120人 

坂部保育園 

0548-29-0208 

 

  09:00～11:30  

 

にこにこ発表会 

会場：地頭方幼稚園プレールーム 

参加者：全園児56人とその家族 

内容：楽器演奏や遊戯、劇の発表 

地頭方幼稚園 

0548-58-0501 

 

  09:30～11:30 三歳児を持つ親の学級 

内容：クリスマス会 

講師：人形劇ＺＯＯ 

相良公民館 

0548-52-1021 

9 日 08:30～17:00 萩間・地頭方少年少女ふるさと教室 

内容：スケート体験・浜松科学館見学 

相良公民館 

0548-52-1021 

  10:00～12:00 テーピング講習会 

会場：相良Ｂ＆Ｇ海洋センター 

対象：市内在住、在勤の高校生以上の方 

内容：足首、手首、指のテーピングﾞ講習と実習 

講師：（株）ｱｼｯｸｽ ｴｸｲｯﾌﾟ事業部 小瀬村先生 

定員：50人  

スポーツ振興課 

0548-53-2648 

 

  11:00～17:30

頃 

文化祭芸能発表会 

会場：相良総合センター「い～ら」 

内容：文化協会会員による芸能発表 

榛原文化センター 

0548-23-0002 

10 月 08:00～14:00 島田市立伊久美小学校との交流（３年） 

会場：伊久美小学校（島田市） 

内容：片浜小学校児童が伊久美小学校を訪問する

（そば打ち体験） 

片浜小学校 

0548-52-0311 

  09:00～ 市議会12月定例会 本会議（一般質問） 

会場：相良庁舎議場 

 

議会事務局

0548-53-2650 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

10 月 09:30～10:30 

 

地区主催による七歳祝い式 

会場：牧之原保育園 

対象：年長児と保護者、地区の方々 

内容：七歳のお祝い。 

人員：約90人 

牧之原保育園 

0548-27-2223 

11 火 08:00～16:00 自由参観デー・授業参観懇談会 

会場：川崎小学校各教室など 

内容：学校での授業を公開する 

川崎小学校 

0548-22-0027 

  09:00～ 市議会12月定例会 本会議（一般質問） 

会場：相良庁舎議場 

議会事務局 

0548-53-2650 

  09:15～12:00 豆腐作り 

会場：萩間小学校 

対象：第6学年児童32人 

内容：6年生が栽培してきた大豆を使って、豆腐

作りを行い、収穫の喜びを味わうとともに、手

作りのよさを知る 

講師：ＪＡ萩間女性部の皆様 

萩間小学校 

0548-54-1230 

 

  09:30～11:00 切干し芋作り体験 

会場：佐藤繁さん宅 

内容：蒸かした芋の皮むきや、芋を切り並べて干

す体験をさせてもらう。 

参加者：長児24名 

地頭方幼稚園 

0548-58-0501 

 

  09:30～10:30 年長児給食センター訪問 

会場：相良幼稚園 

内容：自分たちが食べている給食がどのような過

程で作られているか見学し、栄養士から話をし

ていただき食に関心を持たせる。 

相良幼稚園 

0548-52-1165 

 

  10:45～11:15 

 

誕生会（スノードロップ演奏会） 

会場：牧之原保育園 

対象：全園児 

内容：お話つき音楽の演奏を聴く 

人員：101人 

 

 

 

牧之原保育園 

0548-27-2223 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

11 火 

 

13:45～14:30 参観・懇談会 

会場：1～6年生、くすの木 各教室 

内容：4年生はアースキッズプログラム 

   6年生は市喫煙防止出前プログラム 

参加者：全校児童115人、参観者  

坂部小学校 

0548-29-0200 

  16:00～ 牧之原市御前崎市広域施設組合・施設検討委員会の

答申 

            

場所：相良庁舎3階応接室 

牧之原市御前崎市

広域施設組合 

0548-58-0044 

12 水 9:00～ 市議会12月定例会 本会議（一般質問:予備日） 

会場：相良庁舎議場 

議会事務局 

0548-53-2650 

  09:30～11:00 お年寄りとのつどい 

会場：萩間保育園 

対象：5才児とお年寄り 

内容：地区のお年寄りと触れ合って遊ぶ 

人員：35～40名 

萩間保育園 

0548-54-1230 

  13:10～13:55 ライオン歯と口の健康教室 

会場：萩間小学校 

対象：5年生 児童33人 

内容：歯の健康を保つための知識を学習する。 

講師：ライオン歯科衛生研究所 

萩間小学校 

0548-54-1230 

 

13 木 09:00～ 市議会12月定例会 本会議 

（補正予算審議採決、通告質疑、委員会付託） 

会場： 相良庁舎議場 

議会事務局 

0548-53-2650 

  09:15～11:00 もちつき会 

会場：相良幼稚園 

内容：杵で餅をついたり、まるめて大福もちを作

ったりする 

相良幼稚園 

0548-52-1165 

 

  09:30～11:00 七才祝い式 

会場：萩間保育園 

対象：園児とその保護者・地区の方 

内容：地区で七才のお祝いをして貰う 

人員：約60名 

 

 

萩間保育園 

0548-54-1230 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

13 木 09:30～11:00 餅つき会 

会場：菅山保育園 

対象：3才以上児 

人員：園児43人 

菅山保育園 

0548-52-3733 

  10:00～11:00 

 

消防署の指導による避難訓練 

会場：牧之原保育園 

対象：全園児 

内容：避難訓練、講話、消火訓練等 

人員：101人 

牧之原保育園 

0548-27-2223 

  10:00～11:00 

 

エスパルス・サッカー教室 

会場：坂部保育園 

対象：5才児 （4才児） 

内容：サッカー（基本・遊び）を楽しむ 

人員：31人 

坂部保育園 

0548-29-0208 

 

  10:30～11:30 演劇鑑賞 

会場：片浜小学校 

対象：全校児童 

内容：劇団たんぽぽの『１００万回生きたネコ』

を観劇する 

片浜小学校 

0548-52-0311 

  13:50～ 授業参観・懇談会 全学年 

会場：地頭方小学校 

内容：ビタミンＩ(愛)「志をもって」 

本校の大先輩である鈴木梅太郎博士がオリザ

ニンを発表した日にちなんで、この日を「ここ

ろざし」をテーマとした授業を実施する。 

地頭方小学校 

0548-58-0003 

14 金 07:00～8:00 年末の交通安全県民運動事前一斉街頭広報 

会場：市内全域 

参加人員：約200人 

防災局 

0548-23-0058 

 

  09:00～ 餅つき会 

会場：地頭方幼稚園   

参加：ＰＴＡ役員と園児56人 

内容：5歳児は自分で丸めて餡ころ餅を作り、で

きたての餅をみんなで食べる。    

地頭方幼稚園 

0548-58-0501 

 

  09:30～11:30 思春期未来のパパママ子育て体験（学習Ⅰ） 

会場：牧之原中学校 

内容：助産師さんからの話など 

健康づくり課 

0548-23-0024 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

14 金 10:00～ 川崎幼稚園交通安全パレード 

会場：市役所榛原庁舎及び周辺 

内容：川崎幼稚園鼓隊によるパレードをした名が

交通安全を呼びかける。 

参加人員：約100人 

川崎幼稚園 

0548-22-0230 

防災局 

0548-23-0058 

 

  13:15～13:45 地頭方ディサービスセンター訪問 

会場：地頭方ディサービスセンター 

内容：お年寄りに歌や遊戯を聞いたり見たりして

もらい、一緒に手遊びをしたり、肩たたきをし

たりしてお年寄りと親しむ。 

参加者：年長児24人、お年寄り 

地頭方幼稚園 

0548-58-0501 

 

  13:20～14:20 

 

持久走大会 

会場：萩間小学校 

対象：全校児童189人 

萩間小学校 

0548-54-1230 

 

15 土 08:15～11:45 キラリ学習発表会 

会場：勝間田小学校 

内容：これまで学習してきたことをパビリオンに

分かれて発表する 

参加人数：児童166人、保護者115人など 

勝間田小学校 

0548-28-0013 

  18:30～ ガランピーポロン音楽会 

会場：相良総合センターい～ら 

内容：音楽鑑賞（古楽器演奏） 

演奏：ロバの音楽座 

榛南おやこ劇場 

蓮池美弥子 

0548-87-2835 

16 日 13:00～ 社会福祉チャリティーショー 

会場：相良総合センターい～ら 

内容：唄と踊り 

歌踊ユニオン 

栗林伸介 

0548-58-0384 

  08:30～17:00 榛原・相良少年少女ふるさと教室 

内容：スケート体験・浜松科学館見学 

相良公民館 

0548-52-1021 

17 月 09:00～ 市議会12月定例会 委員会（付託議案審査） 

会場：相良庁舎4階会議室1～3 

議会事務局 

0548-53-2650 

  09:15～ 誕生会 

会場：地頭方幼稚園   

内容：12月生まれの子を祝うプレゼントとして

腹話術を見る（春風たんぽぽさん）。 

参加：全園児56人 

地頭方幼稚園 

0548-58-0501 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

17 月 09:30～12:30 

 

園外保育 みかん狩り 

会場：坂部 板倉武志さん宅 

対象：1～5歳児 榛高生 

内容：自然の中でみかん狩りを体験 

人員：81人 

坂部保育園 

0548-29-0208 

 

18 

 

火 

 

10:15～11:15 お茶っ子ロードレース（持久走会） 

会場：坂部小学校運動場 

参加者：全校児童115人 

雨天順延 

坂部小学校 

0548-29-0200 

  09:00～10：30 お餅つき 

会場：萩間保育園 

対象：3才以上 

内容：餅つき会 

人員：約50人 

萩間保育園 

0548-54-1230 

  10:00～ 

（予定） 

門松作り（家庭教育学級） 

会場：萩間小学校 

対象：1年児童及び保護者 

内容：家庭教育学級の講座として、1年生の親子

で門松作りを行う。 

講師：校長 富田育臣 

萩間小学校 

0548-54-0020 

 

  09:00～12:00 みかん狩り 

会場：平幹夫宅 

対象：全園児 

内容：自然に触れ、みかん狩りを楽しむ 

人員：55人 

静波西保育園 

0548-22-0041 

  09:15～ クリスマス会 

会場：地頭方幼稚園  

内容：ボランティアのサンタさんが来園してくれ

て、一緒に遊んだり、プレゼントをもらったり

する。 

参加者：全園児56名 

地頭方幼稚園 

0548-58-0501 

 

  09:30～11:00 いきいきクラブ訪問 

会場：牧之原コミュニティーセンター 

対象者：年長児 

内容：榛原地区お年よりとの交流 

人員：3人 

牧之原保育園 

0548-27-2223 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

18 火 10:00～11:00 交通防犯教室（交通・防犯指導員） 

会場：坂部保育園 遊戯室 

対象：全園児 

内容：交通安全・防犯について学ぶ 

人員：66人 

坂部保育園 

0548-29-0208 

 

  13:30～15:30 

 

思春期未来のパパママ子育て体験（学習Ⅱ） 

会場：牧之原中学校 

内容：先輩パパの話・赤ちゃんとのふれあい体験 

健康づくり課 

0548-23-0024 

19 水 09:00～ 議員全員協議会 

会場：相良庁舎4階大会議室 

議会事務局 

0548-53-2650 

  09:15～ しめ縄つくり ５・６年生 

会場：地頭方小学校 

内容：末広会の方々に指導してもらいながら、今

年度とれたお米のわらを使ってしめ縄を作り

ます。 

地頭方小学校 

0548-58-0003 

  09:15～10:15 クリスマス会 

会場：相良幼稚園 

内容：保護者の方が毎年サンタさんになり（10

年以上やってくれている）子どもたちにプレゼ

ントを渡したりサンタさんと話をし楽しい時

間を過ごす。 

相良幼稚園 

0548-52-1165 

 

  09:20～10:40 持久走大会 

会場：勝間田小学校グラウンド 

   勝間田川土手等学校周辺 

参加者：全児童  166人 

勝間田小学校 

0548-28-0013 

  09:30～11:00 餅つき会 

会場：大沢保育園 

対象：3才以上児 

内容：餅つき会をみんなで楽しむ 

人員：園児53人 

大沢保育園 

0548-52-3141 

  10：30～11:30 クリスマス会 

会場：さざんか 会議室 

対象：未就園児の親子 

内容：パネルシアターを見たり歌や踊りを楽しん

だりします。サンタクロースもプレゼントを持

ってやってきます。  

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 

19 水 10:45～13:15 3年生幼稚園実習 

内容：幼児とのふれあいを通して自分の成長を感

じたり、自分を育ててくれた家族や周囲の方に

感謝の心を持つことをねらって行う。みのり幼

稚園への実習。 

榛原中学校 

0548-22-0025 

21 金 08:20～08:55 2学期 終業式 

会場：坂部小学校 体育館 

参加者：全校児童 115人 

坂部小学校 

0548-29-0200 

  08:20～09:00 第2学期終業式 

会場：川崎小学校体育館 

内容：二学期納めの会を行う 

川崎小学校 

0548-22-0027 

  09:00～ 市議会12月定例会 本会議（最終日：審議、採決） 

会場：相良庁舎議場 

議会事務局 

0548-53-2650 

  本会議終了後 議員全員協議会 

会場：相良庁舎4階大会議室 

議会事務局 

0548-53-2650 

  09:30～11:00 クリスマス会 

会場：菅山保育園 

対象：全園児 

内容：トランペット演奏など 

人員：園児60人と職員 

菅山保育園 

0548-52-3733 

  09:30～11:00 クリスマス会 

会場：静波保育園 

対象：全園児 

人員：86人 

静波保育園 

0548-22-0155 

  09:30～11:00 クリスマス会 

会場：坂部保育園 

対象：全園児 

人員：66人 

坂部保育園 

0548-29-0208 

  09:30～11:00 クリスマス会 

会場：勝間田保育園 

対象：全園児 

人員：63人 

 

 

 

勝間田保育園 

0548-28-0329 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

21 金 09:30～11:00 

 

クリスマス会 

会場：静波西保育園 

対象：全園児 

人員：55人 

静波西保育園 

0548-22-0041 

  09:30～12:00 クリスマス会 

会場：細江保育園 

対象：全園児 

人員：95人 

細江保育園 

0548-22-5263 

  10:00～ 終業式 全学年 

会場：地頭方小学校 

地頭方小学校 

0548-58-0003 

  10:00～10:30 2学期終業式 

会場：榛原中学校 

榛原中学校 

0548-22-0025 

  10:30～11:30 クリスマス会 

会場：子育て支援センター相良 

対象：未就園児の親子 

内容：パネルシアターを見たり歌や踊りを楽しん

だりします。サンタクロースもプレゼントを持

ってやってきます。 

子育て支援センタ

ー榛原 

0548-22-0174 

  13:00～14:00 コクーンコンサート 

会場：勝間田小学校 体育館 

内容：コクーン 女性デュオ 

 勝間田区出身、18歳で亡くなった鈴木千奈津

さんの詩に曲をつけた「ちいちゃんのうた」を

始めとして、心温まる曲を披露。 

参加人数：児童166人、保護者、地域の方々 

勝間田小学校 

0548-28-0013 

  13:30～15:30 地頭方万年青大学 

内容：交通教室 

講師：榛原警察署交通安全指導員 

相良公民館 

0548-52-1021 

  14:00～15:30 児童館・放課後児童クラブクリスマス会 

            

会場：榛原児童館 

対象：放課後児童クラブ 

榛原児童館 

0548-22-6975 

  18:30～ 仲道郁代ピアノコンサート 

会場：相良総合センターいーら 

 

相良公民館 

0548-52-1021 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

22 日 08:30～12:00 牧之原区交通安全パレード 

会場：牧之原区内 

内容：車6台で交通安全を呼びかける 

参加人員：約10人 

牧之原区 

0548-27-2910 

 

23 日 10:30～12:30 

15:00～16:30 

明るい社会づくり運動相良地区協議会会員ほかが

街頭募金活動 

会場：市内スーパー４店舗前（スーパーラック相

良店・スーパー丸五西中店・ＫＯマート相良

店・マム） 

参加予定：明るい社会づくり運動相良地区協議会

（会長川田登）会員、呼びかけに応じた相良中

学校・相良高等学校生徒有志・牧之原市社会福

祉協議会職員 

募金使途：福祉施設へ寄贈予 

栗山清 

0548-52-0120 

  13:00 開場 

13:30 開演 

クリスマスチャリティーコンサート 

会場：相良総合センターい～ら 

内容：吹奏楽演奏等 

相良高校吹奏楽部 

水越 

0548-52-1133 

25 火 10:00～11:00 防犯交通教室（防犯指導員から） 

会場：静波保育園 

対象：全園児 

内容：防犯・交通安全について学ぶ 

人員：86人 

静波保育園 

0548-22-0155 

  13:00～ 明るい社会づくり運動相良地区協議会会員ほかが

募金を伝達 

会場：市役所相良庁舎３階 

内容：相良中学生、相良高校生、同協議会メンバ

ーが教育長と渡辺都夫専務理事に伝達 

栗山清 

0548-52-0120 

  20:00～21:00 消防団夜警巡視（消防団員への激励） 

巡視箇所：市内消防団詰所 

巡視者：市長・副市長・教育長・総務部長・防災

局長・消防団団長・消防団副団長 

防災局 

0548-23-0057 

 

26 水 08:30～11:00 お年寄りとの正月飾り作り 

会場：牧之原保育園 

対象：園児とお年寄り 

内容：正月飾りを作る 

人員：100人 

牧之原保育園 

0548-27-2223 
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