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 牧之原市 広報素材（11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 

  10/27～11/25 

09:00～17:00 

(期間中無休) 

大鐘家菊花まつり 

内容：歴史ある大鐘家の庭園に約250点の菊が展

示される。 

料金：大人500円 子供300円 

その他：11/3（土）～11/6（火） 牧之原茶悠窯 

菅原英利個展(同時開催) 

大鐘家 

0548-52-4277 

3 

～ 

4 

土 

～ 

日 

09:00～16:00 

 

「しずおか文化財ウィーク」推進事業 

内容：牧之原市相良史料館の無料開館 

場所：相良史料館 

社会教育課 

0548-52-5544 

相良史料館 

0548-53-2625 

3 

～ 

4 

土 

～ 

日 

09:00～20:00 第2回牧之原市文化祭 

          

会場：静波体育館、榛原文化センター、榛原保健

センター、相良公民館 

文化協会事務局

（榛原文化センタ

ー内） 

0548-23-0002  

  10:00～15:00 第2回牧之原市消費生活展 

           

主催：牧之原市消費者協会 

内容：「地球温暖化防止とマイバッグ」～いま!!

あなたにできることは？～をテーマに、展示な

どを行う。 

会場：榛原保健センター1階 

商工観光課 

0548-53-2623 

  09:00～20:00 牧之原市文化祭（出展） 

内容：5才児作品展示 

場所：静波体育館 

対象者：5才児 

市内保育園 

3 

10 

17 

24 

土 

土 

土 

土 

すべて 

10:00～11:30 

初心者エアロビクス教室 

対象：市内在住の中学生以上の方 

会場：相良Ｂ＆Ｇ海洋センター2階 

定員：50名 

スポーツ振興課 

0548-53-2648 

5 

12 

26 

月 

月 

月 

すべて 

08:10～8:25 

本の読み聞かせ 

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 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

5 

～

9 

月 

～ 

金 

給食時 栄養士による栄養指導 

内容：教育課程の中で「食の大切さ」を訴えてい

る一貫として給食センターの栄養士が学級単

位で各生徒に食の大切さを訴えていく。 

実施日：2年生 5日～9日 

    3年生 12日～16日 

相良中学校 

0548-52-1233 

6 

20 

火 

火 

14:00～15:30 講座制クラブ(4～6年) 

内容：「卓球」「編み物」「焼き物」「ダーツ」「料

理」「合唱」「魚取り」「自然観察」「絵画」「大

工」「手話」等講師を招いて講座を開設し、ク

ラブ活動を行う。 

場所：相良小学校、萩間川、Ｂ＆Ｇ海洋センター 

相良小学校 

0548-52-1433 

6 

7 

13 

14 

20 

21 

27 

28 

火 

水 

火 

水 

火 

水 

火 

水 

すべて 

15:45～17:45 

元気ッズ体操教室 

共催：牧之原市教育委員会、株式会社カワイ体操

教室 

会場：海浜体育館 

対象：幼児、児童（新1年～新6年） 

 

スポーツ振興課 

0548-53-2648 

6 

13 

20 

27 

火 

火 

火 

火 

すべて 

18:30～20:00 

地域防災指導者養成講座 

場所：さざんか 

参加人数：約100名（現在参加者受け付けていま

せん） 

主催：富士常葉大学・中部地域防災局・牧之原市 

後援：中部電力 

防災局 

0548-23-0056 

6 

13 

20 

火 

火 

火 

すべて 

19:30～21:00 

ファミリーバドミントン出前教室 

対象：市内在住、在勤の小学生5年生以上の男女 

会場：菅山小体育館（11/6）、牧之原中体育館

（11/13,20） 

参加料：無料 

 

 

 

 

スポーツ振興課 

0548-53-2648 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

7 

14 

21 

28 

水 

水 

水 

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 

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 

対象：市内5歳児～6歳児 

会場：静波体育館、静波グラウンド 

スポーツ振興課 

0548-53-2648 

7 

14 

21 

28 

水 

水 

水 

水 

すべて 

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 

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 

対象：市内中学生女子 

会場：静波体育館、静波グラウンド 

スポーツ振興課 

0548-53-2648 

8 

～ 

10 

木

～ 

土 

15:30～ 

 

～正午 

通学合宿 浜っ子チャレンジスクール 

活動場所：片浜防災センター・片浜小学校 

参加者：4～6年児童 27人、保護者、地域ボラ

ンティア 

片浜小学校 

0548-52-0311 

9 

16 

30 

金 

金 

金 

すべて 

15:00～17:00 

 

ちびっこ体操教室 

運営：ちびっ子体操教室実行委員会 

会場：静波体育館 

対象：幼・保育園児（年中以上）、小学生 

スポーツ振興課 

0548-53-2648 

10 

～ 

11 

土 

 

日 

09:00～15:30 ＪＡハイナン農協祭＆御城下まつり 

内容：ステージ…各種団体踊り、団体ＰＲ、餅投

げ、バザー、抽選、各種団体展示など 

会場：ＪＡハイナン相良営農経済センター 

主催：ＪＡハイナン 

商工観光課 

0548-53-2623 

11 

～ 

18 

日 

 

日 

 田沼意次侯御城下商いの町「一店一宝まつり」 

内容：市内から参加商店を募集し、その店が「お

宝」だと思うものを店頭に置いてもらい、お客

様に楽しんでもらう。 

主催：フォーラムまきのはら 元気がある笑店グ

ループ 

会場：各参加商店 

 

商工観光課 

0548-53-2623 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

22 

～ 

23 

木 

～ 

金 

06:30～ 6年修学旅行 

東京方面 

川崎小学校 

0548-22-0027 

27 

～ 

29 

火 

～ 

木 

08:00～17:00 職業体験学習 

内容：牧之原市内の各事業所約200箇所に2年生

徒161名が職業体験をする。 

相良中学校 

0548-52-1233 

29 

～ 

30 

木 

～ 

金 

16:30～20:50 川崎小学校通学合宿 

内容：2日間川崎小学校の体育館で寝泊まりし、

夜の学校探検、読み聞かせなど様々な活動。お

わりの会は、12/1（土）に行う。 

会場：川崎小学校体育館 

川崎小学校 

0548-22-0027 

 

 

 

 

日 曜 時間 行事 連絡先 

1 木 07:20～ 

小・中学校 

07:50～ 

榛原高校 

08:00～ 

相良高校 

あいさつ運動街頭キャンペーン 

内容：市内の小・中学校、高校において、市議会

議員、区長など約160人が参加して「あいさつ

立哨」を実施する。 

社会教育課 

0548-53-2646 

  9：30～11：00 祖父母参加会 

内容：祖父母と一緒に遊ぶ 

場所：萩間保育園 

対象者：3～5才児 

人員：園児約50名とその祖父母 

萩間保育園 

0548-54-1230 

  10:00～11:00 みかん狩り 

概要：大江の神谷美佐子さんのお宅でのみかん狩

り。 

場所：お不動さん 

相良幼稚園 

0548-52-1165 

 

2 金 08:00～08:15 

 

体育館落成記念集会 

概要：体育館の耐震工事が終え、今日から使用で

きる記念に、集会を行う。 

会場：川崎小学校体育館 

川崎小学校 

0548-22-0027 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

2 金 08:00～14:50 

 

祖父母参観 

内容：祖父母参観（終日自由参観） 

場所：坂部小学校 各教室 

参加者：全校児童 115人 

坂部小学校 

0548-29-0200 

 

  09:30～11:00 家庭教育学級学習会 

内容：親子体操（親子で運動遊びを楽しむ） 

講師：榎田範子先生 

場所：地頭方幼稚園 

参加者：3歳児と保護者 

地頭方幼稚園 

0548-58-0501 

  09:30～11:00 消防署の避難訓練 

内容：消防署の人に来てもらって避難訓練を行

う。 

場所：萩間保育園園庭 

対象者：全園児 

人員：園児約60名 

萩間保育園 

0548-54-1230 

 

  13:10～14:30 やきいもパーティー  

自分たちで育てたさつまいもを、縦割りの仲良し

班で焼きいもにし、収穫の喜びを味わう。 

場所：牧之原小学校農園 

参加人員：全校児童173人 

牧之原小学校 

0548-27-2314 

  13:50～ 学校保健委員会 

内容：「食と学習、運動」のテーマで講演をして

いただく 

講師：大塚製薬（予定） 

参加者：全校生徒、ＰＴＡ常任委員など 

場所：相良中学校 

相良中学校 

0548-52-1233 

  18:00～ 

 

家庭教育学級 

内容：フリートークと校舎探検ツアー 

参加者：1年生の保護者 

場所：相良中学校 

相良中学校 

0548-52-1233 

  19:30～ 

 

女性の会「いきいき講座」 

内容：介護について 

講師：竹内みち子 

 

 

相良公民館 

0548-52-1021 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

3 土 09:15～09:50 「おもしろ科学・発明発見展」表彰式 

主催：山﨑こども教育振興財団 

内容：小・中学生の夏休みの自由研究など自然科

学・社会科学に関する調査･研究作品の中から

選出された優秀作品20点を表彰する。 

場所：榛原文化センター 3階大会議室 

参加者：小学生 14名、中学生 6名及び保護者 

教育総務課 

0548-53-2642 

4 日 09:00～ 豊岡区・牧之原区（相良）公民館まつり 

内容：生涯学習展示・芸能発表など 

相良公民館 

0548-52-1021 

5 月 13:45～16:30 授業参観・協議会 

内容：各学年で、道徳の研究授業を行う。 

場所：榛原中学校 

榛原中学校 

0548-22-0025 

6 火 08:30～11:00 焼き芋会 

内容：お芋をホイルに包みすくもで焼く 

場所：菅山保育園 

対象者：全園児 

人員：61名と職員11名 

菅山保育園 

0548-52-3733 

  08:30～15：30 親子バス遠足 

内容：親子でバス遠足を楽しむ。 

場所：浜松動物園 

対象者：2～4才児 

人員：園児約50名とその保護者 

萩間保育園 

0548-54-1230 

  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 

  09:30～10:30 

 

「つくしホームとの交流」 

内容：つくしホームの方たちとの交流を通して、

福祉の心を育てる。 

参加者：菅山小4年児童、職員 

場所：つくしホーム 

菅山小学校 

0548-52-0558 

 

  13:00～17:00 

 

絵と子どもの心 

内容：子絵の展示・絵から読み取れる子どもの心

を探る。 

講師：高森俊先生 

場所：大沢保育園 

対象者：全園児・5歳児保護者 

人員：100名 

大沢保育園 

0548-52-3141 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

6 火 13:30～14:30 

 

お父さんとクッキング 

内容：お父さんと一緒におはぎを作る。 

場所：牧之原保育園 

対象者：4～5歳児と父親 

人員：園児61名と父親15名位 

牧之原保育園 

0548-27-2223 

  13:45～15:35 

 

１年生ＤＦ（ドリームフロンティア学習・総合的な

学習の時間）校外学習 

内容：遊歩道造り、トマト園、バラ園見学、空港

見学などグループに分かれ学習する。 

場所：静波海岸、坂部トマト園、バラ園、静岡空

港建設地 

榛原中学校 

0548-22-0025  

7 水 08:30～11:00 焼き芋会 

内容：お芋をホイルに包みすくもで焼く 

場所：大沢保育園 

対象者：全園児 

人員：76名と職員11名 

大沢保育園 

0548-52-3141 

 

 

 

 

 

09:00～ 議員全員協議会（予備日） 

会場：相良庁舎4階大会議室 

議会事務局 

0548-53-2650 

  13:30～15:30 谷川俊太郎・谷川賢作公演会 

内容：相良小学校校歌の作詞者である谷川俊太郎

さんを迎え、さらに、息子さんの谷川賢作さん

の音楽との共演で公演をしていただく。また、

児童による「鉄腕アトム」など谷川氏作曲の合

唱を行う。 

場所：相良小学校 

相良小学校 

0548-52-1433 

  15:30～17:00 地域多分化共生促進事業としての講演会 

内容：静岡県の取組み、磐田市の取組み  

講演者：磐田市南御厨地区自治会長 

場所：相良庁舎4階大会議室 

参加者：市議、区長等 

企画開発課 

0548-23-0040 

  17:00～ 防災研修会 

場所：榛原総合病院 

対象：看護部職員 

 

 

榛原総合病院看護

部 

0548-22-1131 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

7 水 19:00～20:00 緊急車輌通行講習会 

場所：相良総合センター いーら 

参加者対象者：消防団員668名 

参加予定者：400名程度  

防災局 

0548-23-0057 

8 木 09:00～12:00 4～5歳児園外保育 

内容：秋の自然にふれる 

場所：吉田公園 

対象者：4～5歳児 

人員：41名 

静波保育園 

0548-22-0155 

  09:25～ 坂部小学校アースキッズ事業 

内容：地球温暖化防止事業の開始イベント 

対象：4年生 17人 

場所：坂部小学校体育館 

講師：地球温暖化防止センター 兼高さん 

環境課 

0548-53-2609 

坂部小学校 

0548-29-0200 

  10:00～11:00 第3回園児すもう大会（勝間田場所） 

内容：年齢別に土俵の上で相撲をとり優勝力士を

決める（各家庭で子供の“四股名”を考え、の

ぼり旗を制作し遊戯室に飾る。優勝力士には優

勝カップの授与） 

場所：勝間田保育園遊戯室 

対象者：全園児（0歳児除く） 

人員：60人 

勝間田保育園 

0548-28-0329 

  10:00～11:00 消防署協力の避難訓練 

内容：地震・火災訓練（発炎筒を使用） 

場所：坂部保育園 

対象者：全園児・職員 

人員：66名 

坂部保育園 

0548-29-0208 

  11:00～ ピアノ演奏慰問 

演奏者：牧之原市内在住の方 

場所：榛原総合病院小児科 

対象：小児科病棟入院患者、院内保育園など 

榛原総合病院管理

課 

0548-22-1131 

  13:00～ 

 

一人暮らしのお年寄り食事会 

内容：合唱コンクールで最優秀賞を獲得した2年

生がお年寄りの前で自慢の歌声を披露する。 

場所：相良中学校 

相良中学校 

0548-52-1233 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

8 木 13:30～15:30 

 

3年生親子活動「茶揉み体験」 

内容：親子でお茶の手揉み 

講師：手もみ保存会 

場所：勝間田小体育館 

人数：3年生親子 約60名 

勝間田小学校 

0548-28-0013 

  14:30～15:30 学校保健委員会 

目的：目の健康に関する講話や話し合いを通し

て、健康に対する意識を高める。 

場所：菅山小学校 多目的ホール 

参加者：菅山小5～6児童、PTA役員、学校医、

菅山小職員 

菅山小学校 

0548-52-0558 

 

9 金 09:00～11:00  おにぎりパーティ、リサイクルバザー 

園児が植えて、収穫した米を使って親子でおにぎ

り作りをし、一緒に食べる。 

各家庭から集まったリサイクル品を、親子で買い

物をする。 

場所：地頭方幼稚園 

参加者：全園児､保護者 

地頭方幼稚園 

0548-58-0501 

  09:30～11:00 消防署協力の避難訓練 

内容：地震・火災訓練（発炎筒使用） 

場所：保育園 

対象者：全園児 

人員：86名 

静波保育園 

0548-22-0155 

  09:30～11:00 消防署員による避難訓練 

内容：地震から火災発生、消火訓練 

場所：菅山保育園 

対象者：全園児と職員 

人員：園児61名と職員12名 

菅山保育園 

0548-52-3733 

  10:00～11:00 スノードロップコンサート 

内容：生の楽器演奏を楽しむ。 

場所：萩間保育園ホール 

対象者：3～5才児 

人員：園児約50名 

 

 

萩間保育園 

0548-54-1230 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

9 金 13:50～ 生き方指導講演会 

内容：国際理解教育、人権教育に関しての講演 

講師：ＪＩＣＡの大石真理子氏（浜松市国際協力

推進委員） 

場所：相良中学校 

相良中学校 

0548-52-1233 

  14:30～16:00 教育講演会 

保・小・中と地域社会との連携を強化し、地域ぐ

るみで青少年(児童生徒)を健全に育成する目

的で講演会を開催する。 

講演：「思春期講座（仮題）」 

講師：長田治義氏 

場所：牧之原小学校体育館 

参加人員：保護者 職員 150人程度 

牧之原小学校 

0548-27-2314 

10 土 08:30～14:50 萩間伝説劇場 

内容：地域の伝説・歴史・文化などを調べ、それ

を劇にして発表する。午後は、音楽やソーラン、

リズム縄跳びなどの表現活動を発表する。 

会場：相良総合センター い～ら 

参加者：全校児童（189名） 

萩間小学校 

0548-54-0020 

  09:00～ 地頭方少年少女ふるさと教室 

内容：クリスマスケーキ作り 

会場：トーク地頭方公民館 

相良公民館 

0548-52-1021 

 

  10:00～16:30 

 

静岡県 緊急被ばく医療基礎講座Ⅰ（除染コース・

搬送コース） 

場所：榛原総合病院 講堂 

対象者：地域の被ばく医療に係わる医療関係者 

主催：財団法人 原子力安全研究協会 

榛原総合病院 管

理課 

0548-22-1131 

  13:00～15:00 音楽発表会 

内容：各学年ごとの発表および職員の合唱 

場所：細江小学校 

細江小学校 

0548-22-0024 

  13:00～15:30 2年生親子活動 

内容：親子で凧作りを行い、天気が良ければ凧揚

げを行う。 

場所：坂部小学校 体育館 

参加者：2年生児童 16人 保護者16人 

坂部小学校 

0548-29-0200 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

11 日 08:00～11:00 勝間田川をけっこくしまいか 

内容：有志による勝間田川土手の草刈り 

主催：「勝間田川をけっこくしまいか」有志隊 

場所：清水橋から戸塚橋までの右岸 

勝間田川をけっこ

くしまいか有志隊 

0548-22-7532 

川崎区 

0548-22-7532 

  08:30～17:30 相良少年少女ふるさと教室 

内容：クリスマスケーキ作り 

会場：相良公民館 

相良公民館 

0548-52-1021 

 

  午前中 波津第４ブロック・菅山区・遠渡区 公民館まつり 

内容：生涯学習展示・芸能発表など 

相良公民館 

0548-52-1021 

  09:30～19:00 第17回藤田まさと先生を偲ぶ歌の祭典 

          

 

榛原文化ｾﾝﾀｰ内 

歌の祭典事務局 

0548-23-0002  

  昼の部 

14:00～ 

夜の部 

17:00～ 

相良町商工会青年部 40周年記念 吉本新喜劇＆お

笑いライブ 

        

内容：青年部 40周年を記念して、吉本新喜劇の

公演を開催する。 

主催：相良町商工会青年部 

会場：相良総合センター「い～ら」 

料金：全席指定 4,200円 チケット発売中 

相良町商工会 

0548-52-0640 

12 月 09:00～13：00 ＰＴＡ学校給食研究会 

内容：1年生の保護者が、学校給食の試食をする。 

会場：川崎小学校 

川崎小学校 

0548-22-0027 

  10:00～ １年親子活動「親子３Ｂ体操」 

内容：講師指導のもと、親子で３Ｂ体操を行う。 

会場：静波体育館 

川崎小学校 

0548-22-0027 

  10:45～ 不審者侵入避難訓練 

内容：職員が不審者になり子どもたちを安全に避

難させる訓練。 

場所：相良幼稚園 

相良幼稚園 

0548-52-1165 

 

  13:30～15:30 

 

楽らく倶楽部交流会 

内容：お年寄りとの交流を深める 

場所：静波防災センター 

対象者：5歳児 

人員：20名 

静波保育園 

0548-22-0155 



- 12 - 

日 曜 時間 行事 連絡先 

13 火 08:00～08:20 ふるさと自慢 

内容：「勝間田につくした方」飯塚唯助氏の生い

立ちと業績 

講師：河守廣征 氏 

対象  全校児童159名 

勝間田小学校 

0548-28-0013 

  09:00～ 第5回牧之原市議会臨時会 

内容：正副議長、議会運営委員長、常任委員長等

の改選 

会場：相良庁舎議場 

議会事務局 

0548-53-2650 

  09:45～11:00 

 

消防署協力の避難訓練 

内容：地震・火災訓練（発炎筒を使用） 

場所：静波西保育園 

対象者：全園児 

人員：55人 

静波西保育園 

0548-22-0041 

 

  10：30～11:20 わにこさんの人形劇 

会場：総合健康福祉センターさざんか 会議室 

対象：未就園児の親子 

内容：こぶたぬきつねこ、どうぶつ村の広場、き

れいきれいしましょ、うしさんのモーモーフラ

ダンス 

子育て支援センタ

ー榛原 

0548-22-0174 

  10:45～12:35 

13:45～15:00 

榛原未来構想発表会 

内容：3年生がこれまでのＤＦ学習（ドリームフ

ロンティア学習・総合的な学習の時間）の成果

を発表する。 

場所：榛原中学校体育館 

榛原中学校 

0548-22-0025 

  13:40～ 牧之原小学校アースキッズ事業 

内容：地球温暖化防止事業の開始イベント 

対象：4年生 33人 

場所：牧之原小学校体育館 

環境課 

0548-53-2609 

牧之原小学校 

0548-27-2314 

  14:00～ 

 

小児救急講習会 

内容：小児の専門医を講師に招き、島田市、牧之

原市、吉田町、川根町、川根本町の幼稚園・保

育園の先生を対象に小児救急の講義を行う。 

主催：(社)志太・榛原地域救急医療対策協会 

講師：島田市・小児科医・市山純医師 

会場：牧之原市総合健康福祉センターさざんか 

(社)志太・榛原地

域救急医療対策協

会 

054-644-0099 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

13 火 議会終了後 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 

14 水 09:15～10:15 お芋まつり 

内容：お芋を材料にした出店を楽しみ、みんなで

味わう。 

場所：牧之原保育園 

対象者：全園児と保護者会役員 

人員：園児102名と役員16名 

牧之原保育園 

0548-27-2223 

  09:15～12:00 持久走記録会  

場所：地頭方小学校 運動場 

対象：全学年 

地頭方小学校 

0548-58-0003 

  09:50～10:05 かけ足スタートの会 

内容：体育主任からの説明と、実際のかけ足。 

会場：萩間小学校運動場 

参加者：全校児童（189名） 

萩間小学校 

0548-54-0020 

  10:00～11:00 消防署協力の避難訓練 

内容：地震・火災訓練（発炎筒を使用） 

場所：勝間田保育園 

対象者：全園児・職員 

人員：6１名 

勝間田保育園 

0548-28-0329 

  10:00～11:00 巡回スポーツ教室 

内容：ボール遊びなど戸外で運動遊びを楽しむ 

講師：エスパルス指導員 

場所：地頭方幼稚園 

参加者：5歳児 

地頭方幼稚園 

0548-58-0501 

  18:15～ 第7回院内ＩＣＬＳ講習会 

場所：榛原総合病院 

対象：職員 

榛原総合病院管理

課 

0548-22-1131 

15 木 09:00～10:00 七歳祝い式 

内容：地頭方地区（地区行事）で、七歳児の祝い

の式を行う。 

場所：地頭方幼稚園 

参加者：七歳児と保護者、神主、地区役員、地区

来賓、幼稚園、保育園PTA会長 

 

地頭方幼稚園 

0548-58-0501 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

15 木 10:00～11:00 勤労感謝訪問 

内容：日頃お世話になっている人々へ感謝の気持

ちをもって訪問する 

対象者：3～5歳児 

人員：39人 

静波西保育園 

0548-22-0041 

 

  10:00～11:00 七五三祝い式 

内容：七才のお祝い式 

場所：一幡神社 

対象者：年長児 

人員：年長児13名と保護者、地区役員 

菅山保育園 

0548-52-3733 

  13:35～16:30 萩間明るい子供を育てる会 

内容：子供の健全育成を図るため、地域全体で子

供を事故から守る取組についての話合い。 

会場：萩間小学校多目的教室 

参加者：市教委、区長、民生児童委員、駐在所、

学校評議員、ＰＴＡ、本校職員他（約40名） 

萩間小学校 

0548-54-0020 

  19:00～ ｢地球を元気にする家族4」認証式･交流会 

内容：地球温暖化防止事業における終了式 

対象：19人 

場所：相良庁舎4階 大会議室 

環境課 

0548-53-2609 

  19:00～ 学校防災会議 

参加者：相良小学校区の各地区区長、自主防災会

会長、防災局、教育委員会など 

場所：相良中学校 

相良中学校 

0548-52-1233 

16 金 08:30～ 三館合同万年青大学 

内容：社会見学「積水ハウス・掛川花鳥園」 

相良公民館 

0548-52-1021 

   おはぎづくり 

内容：自分達で育てた餅米を使い、おはぎを作る。 

講師：ＪＡ萩間 女性部 

会場：萩間小学校家庭科室 

参加者：5年児童（33人）教諭 杉山哲也 

萩間小学校 

0548-54-0020 

  11:00～12:30 給食参観 

内容：保育園の給食参観・食事の悩み 

場所：坂部保育園 

対象者：家庭教育学級生 

人員：12名 

坂部保育園 

0548-29-0208 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

17 土 08:00～11:30 はばたき学習発表会（自由参観デー） 

内容：生活科、総合的な学習の時間に学習した成

果を学級、学年で工夫して発表し合う。 

会場：川崎小学校各教室など 

 

川崎小学校 

0548-22-0027 

  08:30～10:50 サザンカのつどい 

内容：生活科や総合的な学習の時間で学んできた

ことを、他学級の友だちや家の人・地域の人た

ちに発表したりする。 

会場：相良小学校各教室 

相良小学校 

0548-52-1433 

  08:40～11:00 

 

アイデア学習フェスティバル 

内容：生活科や総合的な学習で学んだことを学校

全体、地域、家庭に向け発表する。 

場所：菅山小学校各教室 

参加者：菅山小児童、菅山小職員、保護者、地域

の方 

菅山小学校 

0548-52-0558 

 

  09:00～ 榛原ふるさと教室 

内容：クリスマスケーキ作り 

場所：榛原文化センター 

榛原文化センター 

0548-23-0002  

  09:20～12:00 浜っ子発表会 

内容：総合的な学習の時間での学習の成果をまと

め、発表する 

活動場所：片浜小学校各教室 

対象者：全児童 

片浜小学校 

0548-52-0311 

  11:45～12:20 ＰＴＡ共催バザー 

内容：ＰＴＡと5～6年生が家庭から不要となっ

た物を集めてバザーを行う。 

場所：相良小学校 

相良小学校 

0548-52-1433 

18 日 09:00～ 波津第2ブロック・大沢区 公民館まつり 

内容：生涯学習展示・芸能発表など 

 

 

 

 

 

相良公民館 

0548-52-1021 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

18 日 09:00～ 第２回牧之原市グリーンティーウォーク 

           

主催：牧之原市グリーンティーウォーク運営委員

会 

対象：幼児から大人まで 

スタート：午前9時30分～ 

集合場所：榛原庁舎前 

コース：11キロ 榛原庁舎→秋葉公園→秋葉か

りんぽの里→牧之原台地→片浜海岸堤防沿い

→勝間田川沿い→榛原庁舎 

スポーツ振興課 

0548-53-2648 

  09:00～11:30 

 

ＰＴＡ体育大会 

内容：保護者によるダーツ大会 

場所：榛原中学校体育館 

榛原中学校 

0548-22-0025 

  09:00～13:00 

 

家庭教育学級学習会 

内容：自然体験（竹を切り出し、その竹を使って

親子でパンを焼く） 

講師：八木宏一先生 

場所：油田の里公園 

参加者：3歳児、保護者（父親対象） 

地頭方幼稚園 

0548-58-0501 

  09:30～ 三歳児を持つ親の教室 

内容：講演「気をつけたい子どもの病気と身体の

成長」 

講師：健康づくり課 保健士 

相良公民館 

0548-52-1021 

  10:00～16:00 琴伝流大正琴 榛南琴の会 第20回記念演奏会 

場所：相良総合センター い～ら 

琴伝流大正琴 榛

南琴の会 水野マ

サ子 

0548-52-2635 

  12:10～ 坂部よいとこ祭 

内容：芸能発表（リズムダンス） 

場所：坂部区民センター 

対象者：5才児 

人員：10名 

 

 

 

坂部保育園 

0548-29-0208 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

19 月 09:00～09:20 こころざし講話会 

講師：教頭 

場所：榛原中学校体育館 

榛原中学校 

0548-22-0025 

  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 

20 火 09:15～12:00 グリーンシトラス音楽鑑賞会  

内容：グリーンシトラスミュージックによる音楽

鑑賞会。1，2年、3，4年、5，6年と各学年の

発達段階に合せた鑑賞会。 

場所：地頭方小学校 音楽室 

対象：全学年 

地頭方小学校 

0548-58-0003 

  09:30～11:00 祖父母参加会（スノードロップコンサート） 

内容：祖父母とミニ運動会、生の演奏を聴く。 

場所：菅山保育園ホール 

対象者：3歳以上児と祖父母 

人員：園児44名と祖父母 

菅山保育園 

0548-52-3733 

  13:30～15:00 

 

らくらくクラブ参加 

内容：お年寄りとの交流を深める 

場所：静波防災センター 

対象者：5歳児 

人員：17人 

静波西保育園 

0548-22-0041 

 

  13:50～14:35 

 

防災訓練 

内容：地震が発生したことを想定した訓練と消防

車見学、消火器訓練住宅模型の倒壊実験等の防

災教室を行う。 

場所：菅山小学校 

参加者：菅山小児童、菅山小職員、消防署員、県

中部地域防災局 

菅山小学校 

0548-52-0558 

 

21 水 10:30～11:00 （社）国土緑化推進機構の「森の名手・名人」認定

証の伝達式 

           

場所：榛原庁舎 5階 市長応接室 

 

 

 

環境課 

0548-53-2609 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

21 水 13:50～ 

 

全校道徳（国際交流パネルディスカッション） 

内容：ＡＦＳ留学生（ドイツとニュージーランド

から来日している女子高校生）2名と牧之原市

役所に研修として来日しているドイツからの

研修生（1名）を迎え、パネルディスカッショ

ンを実施する。 

場所：相良中学校体育館 

相良中学校 

0548-52-1233 

  18:00～18:30 平成 19年度「花咲くしずおか」花いっぱいコンク

ール受賞報告 

           

場所：榛原庁舎5階 市長応接室 

環境課 

0548-53-2609 

  19:00～20:30 萩間地区・萩間小学校防災連絡会議 

会場：萩間小学校多目的教室 

参加者：市教委、市防災課、区長、各区防災委員、

ＰＴＡ、本校職員他（約25名） 

萩間小学校 

0548-54-0020 

22 木 08:00～14:00 島田市立湯日小学校との交流 

目的：海の学校と山の学校が様々な活動を通して

交流を深める 

活動場所：湯日小学校（島田市） 

対象者：小学1～2年 

片浜小学校 

0548-52-0311 

  09:15～11:30 みんなでお餅つきの会（収穫祭） 

内容：末広会のみなさんと育てた田んぼの学校の

お米をつかってお餅をつく会。 

場所：孤雲寺 

対象：5～6年 

地頭方小学校 

0548-58-0003 

  09:25～11:20 祖父母ふれあい活動 

概要：藁草履作りやお手玉作りなど祖父母の方々

に教えてもらう中で、祖父母とのふれあいをも

ち昔の人たちの知恵を学ぶ。 

内容：鎌や鍬教室、藁細工教室、お手玉教室、竹

細工教室、昔の遊び教室 

場所：牧之原小学校体育館、ピロティなど 

参加人員：祖父母30人程度、4～6年児童92人 

 

 

牧之原小学校 

0548-27-2314 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

22 木 12:30～ 

 

お茶のブランド化セミナー「静岡牧之原茶の未来を

考えよう」 

          

概要：西原市長、東京及び鹿児島県から講師を招

き、お茶のブランド化についての講演会を実施

する。 

主催：茶業振興協議会 

会場：相良総合センター い～ら 

お茶振興課 

0548-53-2621 

 

23 金 10:00～14:30 6年生親子活動 

内容：卒業証書の用紙を作る紙すき体験をする。 

場所：岡部いきいき交流センター 

講師：朝比奈和紙づくり保存会 

参加者：6年生児童 26人、保護者26人 

坂部小学校 

0548-29-0200 

いきいき交流セン

ター 

054-668-0860 

  11:00～ 三栗子供会踊り披露 

長寿を祝い、高齢者に踊りを披露する 

踊り演目：恋の火祭りなど 

舞踊者：小学5～6年児童 

場所：勝間田会館（11:00～）、 

デイサービス真菜（14:00～） 

三栗子供会 中西 

0548-28-0241 

24 土 09:00～ 萩間ふるさと教室 

内容：クリスマスケーキ作り 

場所：萩間公民館 

相良公民館 

0548-52-1021 

25 日 08:30～12:00 ＰＴＡ親子フリースロー大会 

内容：親子並びに保護者と教職員との親睦を兼ね

本校体育館でフリースロー大会を実施する。 

相良中学校 

0548-52-1233 

  08:30～13:00 ファミリーバドミントン大会 

対象：市内在住、在勤の小学生5年生以上の男女 

会場：相良Ｂ＆Ｇ海洋センター 

チーム編成：1チーム（3～5名）子供だけ、女性

だけの編成もＯＫ。 

定員：最大24チーム 

スポーツ振興課 

0548-53-2648 

  09:00～ 福岡区・片浜区・神寄区 公民館まつり 

内容：生涯学習展示・芸能発表など 

 

 

相良公民館 

0548-52-1021 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

25 日 14:00～ 日中友好伝統芸術交流会 

          

内容：中国音楽、中国武術演舞、日本音楽と中国

武術とのコラボレーション 

場所：相良総合センター 

西泉流二胡協会牧

之原支部 

内藤ゆみ子

0548-22-1348 

26 月 13:40～14:45 サツマイモ掘り〈全校児童〉 

内容：サツマイモの収穫を行う。収穫したサツマ

イモは12月3日に全校で切り干し芋を作る。 

場所：片浜小学校農園 

片浜小学校 

0548-52-0311 

27 火 09:30～16:30 「介護者のつどい」～リフレッシュ日帰り旅行～ 

目的地:つま恋森林の湯 

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 

参加者:40名 

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 

  13:50～ 新入生１日体験入学 

内容：相良小学校、菅山小学校、萩間小学校、片

浜小学校から6年生とその保護者を迎え、学校

生活について理解をしてもらう機会を作り、校

歌を披露などして交流を深める。 

場所：相良中学校 

相良中学校 

0548-52-1233 

  16:00～ 医学図書等寄附贈呈式 

寄贈者：榛南ロータリークラブ 

場所：榛原総合病院 

榛原総合病院管理

課 

0548-22-1131 

28 水 10:20～11:05 食に関する指導 

内容：「朝食をしっかりとろう」という内容で、

食育の一環として行う。 

講師：佐藤栄養士（給食センター） 

会場：萩間小学校5年生教室 

参加者：5年生（33名） 

萩間小学校 

0548-54-0020 

29 木 10:30～ 

 

 

 

 

避難訓練 

内容：火災発生時の避難の仕方。煙の中での避難

の仕方や防火扉の使い方。起震車体験。 

場所：牧之原小学校運動場 

参加人員：全校児童173人 

牧之原小学校 

0548-27-2314 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

29 木 10:30～11:15 音楽集会 

内容：合唱や合奏（「明日があるさ」や「世界が

一つになるまで」の曲など） 

場所：坂部区民センター 

参加者：全校児童 115人 

坂部小学校 

0548-29-0200 

坂部区民センター 

0548-29-0201 

  13:30～16:00 フロンティア発表会（総合的な学習の時間の発表

会） 

内容：生徒全員が個人発表を行い、学習成果のま

とめとする。 

場所：牧之原中学校 

牧之原中学校 

0548-27-2803 

  14:45～15:45 クラブ活動 

内容：地域の方々を講師に招いて、アーチェリー、

お茶等のクラブを開催する。 

会場：川崎小学校、静波体育館など 

川崎小学校 

0548-22-0027 

  18:00～19:30 牧之原市誕生2周年記念事業 ふじのくに交流会

「光さす故郷 牧之原市東京交流会」 

内容：在京の市関係者と牧之原市のネットワーク

を築くと共に牧之原市と牧之原市の現状（観

光、お茶、空港、港、企業進出など）を知って

もらう。 

会場：東京都都市センターホテル５階ホール 

参加者：静岡県知事、衆議院議員、参議院議員、

静岡まきのはら大使、市内の工場で首都圏に本

社・支社がある主要企業、榛原郷友会など約

150人 

情報発信課 

0548-23-0044 

30 金 08:30～12:30 ＡＬＴ 

内容：ピエール先生と一緒に遊びながら英語に親

しむ 

場所：地頭方幼稚園 

参加者：4～5歳児 

地頭方幼稚園 

0548-58-0501 

  09:30～10:30 

 

つくしの家との交流 

目的：つくしの家の方との交流を通して、福祉の

心を育てる。 

場所：つくしの家 

参加者：菅山小3年児童、職員 

菅山小学校 

0548-52-0558 

 



- 22 - 

日 曜 時間 行事 連絡先 

30 金 11:00～12:00 

14:10～15:10 

音楽鑑賞会 

目的：ホンモノの音楽にふれさせる 

内容：プティット・オーケストラ（12名編成） 

場所：相良小体育館 

相良小学校 

0548-52-1433 

  17:30～ 第8回市町村対抗駅伝競走大会開会式 

会場：グランシップ大ホール「海」 

内容：タスキ授与など 

スポーツ振興課 

0548-53-2648 

 


