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 牧之原市 広報素材（10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 月  コミュニティバス出発式 

            

（牧之原線）06:45～07:00 

会場：牧之原コミュニティセンター 

内容：祝辞、花束贈呈 

（菅山線）07:45～08:00 

会場：菅山公民館 

内容：祝辞、花束贈呈 

企画開発課 

0548-23-0040 

  08:00～ 朝礼 

内容：第Ⅲステージ「夢いっぱいのステージ」の

紹介 

場所：地頭方小学校 運動場 

地頭方小学校 

  08:10～ 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 

相良小学校 

0548-52-1433 

  19:00～ 第１回牧之原市食育推進委員会並びに講演会 

             

会場：総合健康福祉センターさざんか会議室 

参加人員：約50名 

健康づくり課 

0548-23-0024 

2 火 未定 中里地区の工業用地開発に関する 3者協定調印式

（開催予定） 

牧之原市・静岡県企業局・スズキ（株） 

企画開発課 

0548-53-2647 

  08:35～12:00 交通教室 

内容：自転車の正しい乗り方や歩行の仕方など 

場所：牧之原小学校運動場、学校付近の道路 

参加人員：全校児童173人 

牧之原小学校 

0548-27-2314 

  13:25～15:05 校外学習 

内容：環境、地域産業、空港、社会福祉の４領域

の学習を行う 

場所：静波海岸（環境）、静岡空港建設地（空港）、

飯塚ばら園（地域産業） 

対象：1年生 

榛原中学校 

0548-22-0025 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

3 水 10：00～11:00 母と子のコンサート 

会場：総合健康福祉センターさざんか ふれあい

ホール 

対象：未就園児の親子・妊娠中の方 

内容：日頃子育てに忙しいお母さんたちにエレク

トーンの演奏を聴いて、楽しいひと時を過ごし

てもらう。童謡や TVでおなじみの曲などを演

奏する。 

子育て支援センタ

ー榛原 

0548-22-0174 

  13:50～14:40 牧之原市「食に関する指導」 

内容：生活習慣病予防と食生活についての講話 

対象：1年生生徒 

相良中学校 

0548-52-1233 

4 

～ 

5 

木 

 

金 

08:00～ 焼津青少年の家宿泊学習（4年生） 

内容：カヌー、プラネタリュウム、ウオークラリ

ーなど 

会場：焼津青少年の家 

川崎小学校 

0548-22-0027 

 

4 

 

木 

 

13:25～15:05 校外学習  

場所：企業の現状など地域産業の学習。 

場所：日機装、伊藤園、焼津水産化学工業 

対象：2年生 

榛原中学校 

0548-22-0025 

5 金 13:30～15:00 牧之原市戦没者秋季追悼式・慰霊法要 

             

内容：1部 追悼式（市奉賛会主催） 

   2部 慰霊法要（市遺族会主催） 

会場：榛原文化センターホール 

対象者：戦没者遺族約500名 

福祉企画課 

0548-23-0070 

6 

～ 

7 

土 

 

日 

 榛原支部秋季大会 

内容：野球、ソフト、女子バレー、男女ソフトテ

ニス、男子サッカー、剣道、野球、男女バスケ、

女子卓球、柔道 

場所：榛原中学校など 

榛原中学校 

0548-22-0025 

6 土 08:30～12:00 地頭方ふるさと教室 

内容：体操教室 

会場：トーク地頭方 

相良公民館 

0548-52-1021 

  08:30～12:00 運動会 

内容：かけっこ・体操・親子競技等 

場所：園庭 

勝間田保育園 

0548-28-0329 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

7 日 08:00～12:00 さざんかふれあい広場 

内容：子供から高齢者、障害者など住民誰もが参

加しふれあいを楽しむ広場 

場所：総合健康福祉センターさざんか 

社会福祉協議会 

0548-52-3500 

9

～

13 

火 

～

土 

 坂部小学校「仲良し学校」 

内容：通学合宿 

会場：高尾山石雲院 

坂部小学校 

0548-29-0200 

 

9 火 08:00～08:20 

 

ステージのつどい 

内容：「みがき合いいっぱいのステージ」のおさ

えを職員が劇で子どもたちに伝える。 

場所：勝間田小学校 

勝間田小学校 

0548-28-0013 

 

  09:20～10:05 交通教室（3年～6年児童） 

内容：安全な自転車の乗り方の交通教室 

対象者：3年～6年児童 

片浜小学校 

0548-52-0311 

  15:00～15:30 音楽出場者を励ます会 

内容：発表会当日歌う歌を児童や保護者の前で披

露する。 

会場：榛原文化センター 

対象：3、4、6年生 

川崎小学校 

0548-22-0027 

10 

 

水 08:00～08:20 

 

音楽発表会出場者を励ます会 

内容：10月11日に行われる音楽発表会の壮行会 

場所：勝間田小学校 

勝間田小学校 

0548-28-0013 

 

  10:00～ １年家庭教育学級 

内容：「明治製菓」見学 

場所：明治製菓 

川崎小学校 

0548-22-0027 

  10:30～11:00 音楽出場者を励ます会 

内容：発表会当日歌う歌を児童や保護者の前で披

露する。 

会場：榛原文化センター 

対象：1、2年生 

川崎小学校 

0548-22-0027 

  09:00～12:00 お年寄りとの集い 

内容：お祭りごっこを楽しむ 

場所：菅山保育園 

対象者：4、5才児25名、交寿会12名 

菅山保育園 

0548-52-3733 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

10 水 09:45～10:05 花いっぱい委員会による児童集会 

内容：本校の特色「花いっぱい思い やりいっぱ

い活動」を、中心になって推進する花いっぱい

委員会による自主的な集会活動。 

場所：萩間小体育館 

参加者：全校児童 

萩間小学校 

0548-54-0020 

  09:50～ 音楽代表を励ます会 全学年 

内容：音楽発表会の励ます会 

場所：地頭方小学校 多目的ホール 

地頭方小学校 

0548-58-0003 

11

～

13 

木 

 

土 

 三ヶ日自然体験教室 

内容：自然体験教室 

場所：三ヶ日青年の家 

参加者：5年児童 

萩間小学校 

0548-54-0020 

11 木 13:00～ 音楽発表会 

内容：榛原郡南地区小学生音楽発表会 

場所：牧之原市榛原文化センター 

市内各小学校 

12 金 08:45～11:30 祖父母参観会 

内容：焼き芋会・富士山出前講座(9:30～10:15)。

園児と祖父母と一緒に焼き芋会を楽しんだり、

県民生部世界遺産推進室の「出前講座」を楽し

んだり学習したりする。 

場所：地頭方幼稚園 

対象者：園児、祖父母や保護者の約140名 

地頭方幼稚園 

0548-58-0501 

  09:15～ 交通教室 

内容：自転車の安全な乗り方を身に付ける会 

場所：地頭方小学校 

対象：4～6年 

地頭方小学校 

0548-58-0003 

  09:30～11:30 地頭方万年青大学 

内容：地頭方歴史教室 

会場：トーク地頭方 

相良公民館 

0548-52-1021 

  10:00～11:00 人権擁護教室 

内容：人権の紙芝居や手遊び等 

場所：菅山保育園ホール 

対象者：4、5才児25人 

菅山保育園 

0548-52-3733 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

12 金 13:30～16:00 学校保健委員会 

内容：「子どもたちのこころを育む性教育」 

第1部：講演 「生まれてきてくれてありがと

う」 講師 長田治義氏 

第2部：学校保健委員会 報告、協議 

「親も学ぼう性教育」 

場所：牧之原小学校体育館 

参加人員：5～6年児童58人、保護者15人程度 

牧之原小学校 

0548-27-2314 

13 土 08:45～11：30 行事名：なかよし運動会 

内容：親子で運動遊びを楽しむ 

場所：萩間保育園運動場 

対象者：全園児と保護者の全180人 

萩間保育園 

0548-54-1230 

  09:00～11:30 PTA親子スポーツ大会 

内容：親子でビーチボールを使ってドッジボール

大会を行う 

場所：菅山小学校体育館 

参加者：菅山小児童、保護者 

菅山小学校 

0548-52-0558 

  09:00～12:30 中文連ステージ発表 

内容：3年選択合唱・吹奏楽発表会 

場所：チャリム（川根町） 

榛原中学校 

0548-22-0025 

  14:10～15:30 PTA教育講演会及び夢講演会2 

内容：盲目の柔道家（パラリンピック出場経験）

水野裕章氏を招いての講演 

場所：萩間小体育館 

参加者：全校児童及び保護者 

萩間小学校 

0548-54-0020 

  15:00～16:30 ゴーセンカップ牧之原国際女子テニス 2007協賛イ

ベント 

概要：標記国際大会を記念して、地域の皆さんに

テニスを触れ合っていただく目的でイベント

を開催される。 

内容：小学生以下対象ショートテニス講習会、バ

レーボレー大会、チャレンジマッチなど 

場所：静波リゾート・スウィングビーチ 

主催：牧之原国際女子オープンテニス実行委員会

事務局、（株）高瀬テニスプランニング 

情報発信課 

0548-23-0044 

（株）高瀬テニス

プランニング 

054-278-2056 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

14 

～ 

21 

 10:00～ ゴーセンカップ牧之原国際女子テニス2007 

内容：国際テニス連名公認の国際大会 

  シングルス予選：14日（日）・15日（月） 

  シングルス本選：16日（火）～21日（日） 

  ダブルス予選：15日（月） 

  ダブルス本選：16日（火）～21日（日） 

  両決勝：21日（日）10:00～ 

場所：静波リゾート・スウィングビーチ 

主催：牧之原国際女子オープンテニス実行委員会

事務局、（株）高瀬テニスプランニング 

情報発信課 

0548-23-0044 

（株）高瀬テニス

プランニング 

054-278-2056 

14 日 07:30～ 資源回収 

場所：地頭方漁港 

地頭方小学校 

0548-58-0003 

  08:00～10:00 PTA資源回収 

場所：片浜小学校 

片浜小学校 

0548-52-0311 

  08:30～17:00 萩間ふるさと教室 

内容：登呂遺跡・日本平動物園体験学習 

会場：萩間公民館 他施設 

相良公民館 

0548-52-1021 

  08:30～16:30 相良ふるさと教室 

内容：ハーブ体験教室 

会場：相良公民館 

相良公民館 

0548-52-1021 

  09:00～12:00 5年生親子活動「座禅会」 

場所：弘誓寺（ぐぜいじ） 坂部2275番地 

参加者：5年生児童・保護者約60名 

勝間田小学校 

0548-28-0013 

 

15

～ 

19 

月 

 

金 

未定 芋ほりウィーク 

内容：育てたサツマイモの収穫 

参加児童：全学年 

勝間田小学校 

0548-28-0013 

15 月 08:10～ 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 

相良小学校 

0548-52-1433 

  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 

  09:20～11:15 自転車教室 

内容：自転車の乗り方教室 

会場：川崎小グラウンド 

対象：2、3年生 

川崎小学校 

0548-22-0027 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

15 月 18:00～19:30 ゴーセンカップ牧之原国際女子テニス 2007ウェル

カムパーティー 

内容：試合の組み合わせ発表を兼ねたウェルカム

パーティー 

場所：静波リゾート・スウィングビーチ 

主催：牧之原国際女子オープンテニス実行委員会

事務局、（株）高瀬テニスプランニング 

情報発信課 

0548-23-0044 

（株）高瀬テニス

プランニング 

054-278-2056 

16 火 08:30～16:00 行事名：親子バス遠足 

内容：動物に親しもう 

場所：浜松動物園 

対象者：3～5才児（2才児は希望）の親子 

菅山保育園 

0548-52-3733 

  9:00～11:00 祖父母参観会・やきいも会 

内容：相良海岸で祖父母と一緒に貝拾いなどをし

て遊び、その間にＰＴＡ役員がやき芋を作る。 

場所：相良海岸（雨天の場合：相良幼稚園） 

相良幼稚園 

0548-52-1165 

  11:30～12:30 交通安全キャンペーン 

内容：一斉下校中の児童への交通安全の呼びか

け、あいさつの声かけ、交通指導など 

参加者：5～6年、児童保護者、ＰＴＡ本部役員 

相良小学校 

0548-52-1433 

  13:30～16:30 榛原地区教科別研修会 

内容：授業を行い教員の教科の研修を行う。 

場所：榛原中学 

榛原中学校 

0548-22-0025 

  13:35～14:20 交通教室「内輪差実験」 

内容：車の内輪差の実験を通して交通安全への意

識を高める。 

場所：萩間小運動場 

参加者：全校児童 

萩間小学校 

0548-54-0020 

17 水 08:30～ 牧之原茶悠窯（さゆうがま）初窯開き 

概要：牧之原の土と茶樹の釉薬で作る「牧之原茶

焼き」の登り窯完成式典 

場所：新庄1526-1（アド・スズヨシ付近） 

お茶振興課 

0548-53-2621 

茶悠の会（清水） 

0548-58-0680 

  09:15～ 体力テスト 

内容：元気っ子タイムを中心に体力テストの練習

を積み、備えてきた成果を試す 

場所：地頭方小学校 

対象：5～6年 

地頭方小学校 

0548-58-0003 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

17 水 13:50～14:40 １年生薬学講座 

内容：薬物乱用の怖さなどについての話 

講師：牧之原警察署生活安全課など 

相良中学校 

0548-52-1233 

18 水 09:30～11:30 児童館ひよこ教室運動会（児童館子育て支援事業 

１歳児対象 ひよこ教室） 

内容：活動しやすい季節。歩いたり、走ったりが

上手になりおもしろくなった 1歳児のこども

80名とその親が集まり、友達と一緒にかけっ

こ・たまいれなどの競技を楽しむ。 

会場：静波体育館 

榛原児童館 

0548-22-6975 

  8:30～12:00 交通安全教室（2、3年） 

内容：自転車点検の仕方、自転車の安全な乗り方

など 

場所：相良小学校 

相良小学校 

0548-52-1433 

  8:30～14:00 親子バス遠足 

内容：親子で楽しく、動物を見学する。 

場所：日本平動物園（雨天時：東海大水族館） 

参加者：3歳児親子 

地頭方幼稚園 

0548-58-0501 

  10:00～10：50 特別養護老人ホーム相良清風園の運動会に参加 

内容：清風園のお年寄りと交流する 

場所：清風園 

対象者：5才児17人 

萩間保育園 

0548-54-1230 

  10:00～12:00 新体力テスト（5・6年） 

内容：50ｍ走や立ち幅跳びなど 

場所：萩間小運動場 

参加者：5～6年児童 

萩間小学校 

0548-54-0020 

  14:00～ 第133回静岡県市議会議長会定期総会 

             

会場：御前崎グランドホテル 

議会事務局 

0548-53-2650 

19 金 09:30～11:30 相良万年青大学 

内容：相良歴史教室 

会場：相良公民館 

相良公民館 

0548-52-1021 

   福祉体験（4年児童） 

場所：萩間小 

内容：高齢者体験やアイマスク体験等、福祉にか

かわる体験活動を行う。 

萩間小学校 

0548-54-0020 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

19 金 10:10～10:35 芋掘り 

内容：育てたサツマイモの収穫 

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 

 

  10:00～10:50 特別養護老人ホーム相良清風園（デイサービス）の

運動会に参加 

内容：清風園のお年寄りと交流する 

場所：清風園 

対象者：4才児16名 

萩間保育園 

0548-54-1230 

  10:00～ 第133回静岡県市議会議長会定期総会（視察研修） 

            

場所：富士山静岡空港建設現場 

議会事務局 

0548-53-2650 

  11:15～12:00 6年食育指導「１食分の献立を作ろう」 

内容：給食センターの栄養士を招いて、栄養を考

えた１食分の献立を作る。 

場所：萩間小6年教 

参加者：6年児童 

萩間小学校 

0548-54-0020 

  14:30～16:00 

 

花の苗作り 

内容：祖父母と児童がふれ合いながら花の苗作り

を行う。 

場所：牧之原小学校ピロティ 

参加人員：祖父母 30人程度、5～6年児童58人 

牧之原小学校 

0548-27-2314 

 

  13:50～ 授業参観会・懇談会  

内容：魅惑的倶楽部 長田義治氏の「生きるって

すばらしい」の講演や福祉協議会人権擁護委員

の方々による人権教室 

場所：地頭方小学校 

地頭方小学校 

0548-58-0003 

20 土 08:30～17:00 ゴーセンカップ牧之原国際女子テニス2007 

協賛イベント：テニスクリニック 

内容：ゴーセン契約プロスタッフによるテニスク

リニック  

対象：ジュニア（小中学生、初心者、経験者） 

場所：静波リゾート・スウィングビーチ 

主催：牧之原国際女子オープンテニス実行委員会

事務局、（株）高瀬テニスプランニング 

情報発信課 

0548-23-0044 

（株）高瀬テニス

プランニング 

054-278-2056 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

20 土 08:30～17:00 榛原ふるさと教室 

内容：里山体験 

会場：榛原文化センター 他会場 

榛原文化センター 

0548-23-0002 

  09:30～11:30 おとうさんとあそぼう 

会場：子育て支援センター榛原、子育て支援セン

ター相良 

対象：1歳未満親子・1歳以上親子 

内容：おとうさんとのふれあい遊び、簡単制作、

ベビーマッサージ 

子育て支援センタ

ー榛原 

0548-22-0174 

  10：30～ （社）牧之原市シルバー人材センター20周年記念式

典 

会場：うおとも 

シルバー人材セン

ター 

0548-52-5080 

  16：00～17：00 マイバッグ持参率調査 

内容：市内スーパーでマイバッグの持参率調査及

びマイバッグ推進啓発を行う。 

会場：市内スーパー（詳細は未定） 

主催：牧之原市消費者協会 

商工観光課 

0548-53-2623 

21 日 08：00～10:30 PTA親子ふれあい奉仕作業 

内容：細江・勝間田地区の親子が共に汗を流し、

作業に取り組む。 

場所：榛原中学校 

榛原中学校 

0548-22-0025 

  08：30～10:00 ゴーセンカップ牧之原国際女子テニス2007 

協賛イベント：テニスクリニック 

内容：ゴーセン契約プロスタッフによるテニスク

リニック  

対象：高校生・一般 

場所：静波リゾート・スウィングビーチ 

主催：牧之原国際女子オープンテニス実行委員会

事務局 （株）高瀬テニスプランニング 

情報発信課 

0548-23-0044 

（株）高瀬テニス

プランニング 

054-278-2056 

  09:30～11:30 三歳児を持つ親の学級 

内容：親子体操教室 

会場：B&G相良海洋センター 

相良公民館 

0548-52-1021 

22 月 08:10～ 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 

相良小学校 

0548-52-1433 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

22 月  市長が百歳長寿者訪問 

概要：百歳を迎える長寿者を市長が訪問し、お祝

いする。 

1人目（08:30～08:40） 

・対象者 谷 たけ（ニシタニ タケ） 

・訪問先 牧之原市静波1229-17（自宅） 

・生年月日 明治40年10月25日 

2人目（08:45～08:55） 

・対象者 青木 とし（アオキ トシ） 

・訪問先 牧之原市静波1381（自宅） 

・生年月日 明治40年10月31日 

高齢者支援課 

0548-23-0076 

  14:10～16:00 親子交通安全教室 

内容：親子で交通事故の実態や、交通マナー・ル

ールを守ることの大切さについて話を聞く。 

県警音楽隊の演奏を親子で聞く。 

場所：菅山小学校運動場 

参加者：菅山小児童、保護者、菅山地域の方 

菅山小学校 

0548-52-0558 

23

～ 

24 

火 

 

水 

08:15～15:00 

 

相良高校生職業体験学習 

内容：4名～5名ほどきて園児と一緒に遊ぶ。 

相良幼稚園 

0548-52-1165 

23 火 09:00～12:00 祖父母参加会 

内容：祖父母と一緒に楽しく遊ぶ。 

場所：牧之原保育園 

対象者：園児100名と祖父母 

牧之原保育園 

電話：27-2223 

  09:30～11:30 ポニー教室 

内容：乗馬体験 

場所：地頭方保育園の園庭 

対象者：4、5歳児29名 

地頭方保育園 

0548-58-0001 

  14:00～15:30 講座制クラブ 

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」など講師を招いて講座を開設する。 

場所：相良小学校、萩間川、Ｂ＆Ｇ海洋センター 

対象：4～6年児童 

相良小学校 

0548-52-1433 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

23 火 13:50～16:10 授業参観・特別支援教育講演会 

講師：伊東 邦雄 氏（焼津市立焼津東小学校教

頭） 

場所：川崎小学校 

川崎小学校 

0548-22-0027 

24 

～ 

26 

水 

 

金 

24日17:30 

開塾式 

 

25日14:00 

グランドゴル

フ大会 

19:00 

細江区女性部

によるアトラ

クションなど 

26日15:00 

閉塾式 

細江小学校自慢塾「通学合宿」 

概要：1年生から6年生までの縦割りグループに

よる宿泊生活を通じて、思いやりの心やがんば

り抜く力を育てる。 

 活動を支えてくれる方々に感謝の気持ちを

持つと共に家族に対する感謝の気持ちを育て

る。 

主な活動：開塾式、縦割り活動、グランドゴルフ

大会、協力者によるアトラクション、共同宿泊

生活など 

会場：榛原高等学校「榛の木会館」（静波）、細江

区青池グランドゴルフ場 

細江小学校 

0548-22-0024 

 

24 

～

28 

水 

 

日 

14:00～ お茶体験講座「喫茶楽塾」 

場所 相良総合センター い～ら 

内容：緑茶パーティーの開き方などの体験教室 

お茶振興課 

0548-53-2621 

24 水 08:30～ 静西教育事務所学校教育課指導主事訪問 

内容：研究授業 

場所：地頭方小学校 

地頭方小学校 

0548-58-0003 

  13:00～16:00 「産業立地と地域活力」シンポジウム 

場所：愛知県女性総合センター ウィル愛知 

その他：牧之原市長がパネリストとして出席 

主催：中日新聞 

企画開発課 

0548-53-2647 

25 木 08:20～16:00 市内新規採用教員研修会 

内容：公開保育・保育体験、協議研修 

場所：地頭方幼稚園 

対象者：市内新規採用教員5名、他園職員 

地頭方幼稚園 

0548-58-0501 

  09:25～11:15 出前講座「富士山を世界遺産に」 

内容：富士山についての話を聞き、富士山のすば

らしさ、世界遺産登録に向けた取り組みに対す

る理解を深める。 

場所：菅山小学校多目的ホール 

参加者：菅山小児童 

菅山小学校 

0548-52-0558 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

25 木 10:00～11:00 おみせやさんごっこ 

内容：自分達で作った品物を売る 

場所：遊戯室 

対象者：全園児61人 

勝間田保育園 

0548-28-0329 

25

～

27 

木 

 

土 

16:00～ 

 

菅山なかよし学校（通学合宿） 

内容：同級生や上級生・下級生と一緒に集団生活

し、自立性・協調性・社会性を養う。 

場所：菅山公民館、菅山小学校、油田の里公園 

参加者：菅山小児童 32人、なかよし学校実行委

員、地域ボランティアなど 

菅山小学校 

0548-52-0558 

26 金 08:40～15:10 校内文化発表会 

内容：合唱コンクール、英語弁論、選択合唱、吹

奏楽部演奏 

場所：相良中学校 

相良中学校 

0548-52-1233 

  09:20～10:05 防犯訓練 

内容：不審者侵入に備え、避難の仕方、犯人の取

り押さえ方、連絡の取り方等の訓練を行う。 

場所：相良小学校 

相良小学校 

0548-52-1433 

  09:30～11:30 萩間万年青大学 

内容：萩間歴史教室 

会場：萩間公民館 

相良公民館 

0548-52-1021 

  10:30～16:30 児童館ハロインパーティー 

内容：児童館に遊びに来ている幼児と親子で、ハ

ロインパーティーを楽しむ。 

            

会場：榛原児童館 

榛原児童館 

0548-22-6975 

27 土 08:00～15：30 第37回 校内文化発表会 

内容：合唱コンクールなど 

場所：榛原中学校 

榛原中学校 

0548-22-0025 

  08:45～11:45 小中合同学習発表会 

内容：小中学生が交流を図りながら、合唱や詩の

朗読などの学習発表を行う。 

場所：牧之原中学校体育館 

参加人員：全校児童173、牧中生徒102人、保護

者参観 

牧之原小学校 

0548-27-2314 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

27 土 08:45～14:30 

 

小中学校合同学習発表会 

内容：小中交流の場と位置づけ、「表現」をテー

マとして各学級を単位とした学習発表を行う。 

目的：児童生徒一人一人が主役となるような発表

の場とする。 

 児童会と生徒会を実行委員とし、運営をする

ことで子どもの自主的・実践的な態度を養う。 

場所：牧之原中学校体育館 

牧之原中学校 

0548-27-2803 

  9:00～ 地頭方ビタミンスクール開講式 

            

場所：地頭方公民館（トーク地頭方） 

参加人数：約100名 

健康づくり課 

0548-23-0024 

28 日 09:00～11:40 

 

保育参観会・講演会 

内容：講演会（10:00～） 

講師：小児科医の上田憲医師 

講演内容：「メディアと子どもの影響」と題し、

子どもの発達にどのような影響があるかお話

をしていただく。 

相良幼稚園 

0548-52-1165 

  13:00～16:00 はいばら太鼓保存会30周年記念コンサート 

場所：榛原文化センター 

主催：はいばら太鼓保存会 

後援：牧之原市・牧之原市教育委員会(予定)・静

岡県太鼓連盟 

入場料：無料 

開場：13:00～、開演14:00～ 

高齢者支援課 

0548-23-0076 

はいばら太鼓保存

会代表 松井 

090-2267-9206 

29 

～ 

31 

月 

 

水 

 観音山自然体験学習(４年) 

内容：山頂ハイク、冒険ラリー、夜間ハイク、沢

登り体験など 

場所：観音山少年の家 

相良小学校 

0548-52-1433 

30 

～ 

31 

火 

 

水 

06:00～ 修学旅行（東京方面） 地頭方小学校 

0548-58-0003 

30 火 09:30～11:30 スノードロップコンサート 

内容：生の演奏とお話(ヘンデルとグレーテル) 

場所：地頭方保育園 

対象者：2歳児～五歳児59名 

地頭方保育園 

0548-58-0001 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

30 火 13:00～15:30 

 

授業参観、教育講演会 

内容：静岡県防災企画課による災害図上訓練DIG 

対象：4～6年児童・保護者 

片浜小学校 

0548-52-0311 

31 水 09:30～12:00 男子厨房に入ろう会 

会場：総合健康福祉センターさざんか栄養指導室 

対象：中高年の男性30名 

内容：牧之原市健康づくり食生活推進協議会が、

中高年の男性で料理経験のない方や台所で調

理したい方を対象に教室を開催する。 

健康づくり課 

0548-23-0024 

 


