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 牧之原市 広報素材（９月の行事予定一覧） 情報発信課 0548-23-0044 

 

日時 行事 連絡先 

4 

5 

11 

12 

18 

19 

25 

26 

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：新体操クラス 

    幼児（年中～年長） 

    児童（1年～6年） 

   体育クラス 

    幼児（年少～年長） 

    児童（1年～6年） 

スポーツ振興課 

0548-53-2648 

7 

14 

21 

28 

金 

金 

金 

金 

すべて 

15:00～17:15 

ちびっこ体操教室 

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 

会場：静波体育館 

対象：園児クラス 

    幼・保育園児（年中以上） 

   小学生クラス 

    小学生 

スポーツ振興課 

0548-53-2648 

5 

12 

19 

26 

水 

水 

水 

水 

すべて 

19:00～21:00 

まきのはら総合スポーツクラブモデル事業 ぐりん

ぱる陸上教室 

主催：牧之原市体育協会陸上部 

共催：牧之原市スポーツ振興課 

期日：平成 19年 5月 16 日(水)～10 月 31 日（水）

全 25回 

対象：市内の小学生及びその保護者 

会場：榛原総合運動公園ぐりんぱる 

スポーツ振興課 

0548-53-2648 

7 

14 

21 

28 

金 

金 

金 

金 

すべて 

19:00～ 

バウンドテニス講習会 

内容：初心者講習会 

会場：海浜体育館 

対象：市内在住、在勤の一般男女 

講師：市バウンドテニス協会 

申込：必要、参加費 500 円 

スポーツ振興課 

0548-53-2648 

5 水 すべて まきのはら総合スポーツクラブモデル事業 ちびっ スポーツ振興課 



- 2 - 

日時 行事 連絡先 

12 

19 

26 

水 

水 

水 

17:45～ こサッカー教室 

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ほか 

対象：市内 5歳児～6歳児 

会場：静波体育館、静波グラウンド 

内容：ボールに触れ合う事を目的とする 

申込：必要 

0548-53-2648 

5 

12 

19 

26 

水 

水 

水 

水 

すべて 

18:45～ 

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 

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 他 

対象：市内中学生女子 

会場：静波体育館、静波グラウンド 

内容：女子サッカーの技術力の向上 

申込：必要 

スポーツ振興課 

0548-53-2648 

 

 

日 曜 時間 行事 連絡先 

1 土  防災訓練・引渡し訓練（全校児童） 

片浜小学校 08:30～14:30 

菅山小学校 10:30～11:20 

川崎小学校 10:40～11:30 

片浜小学校 

0548-52-0311 

菅山小学校 

0548-52-0558 

川崎小学校 

0548-22-0027 

2 日 08:00～10:00 市道丸顔線グリーンベルト設置 

内容：安全な通学路にするため、小学生らが道路

の路側帯をグリーンに着色し、歩道部を明確に

する。交通安全教育の一環として、児童の手で

グリーンベルト設置をする。 

場所：市道丸顔線（東萩間）L＝約 350ｍ 

参加者：牧之原小学校 児童 92 名(4～6 年生)、

PTA10 名、教員、牧之原区役員 40 名、牧之原

警察署、牧之原市(学校教育課・建設課・防災

局) 

予備日：9月 8日(土)  

建設課 

0548-53-2627 

牧之原小学校 

0548-27-2314 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

2 日 08:00～10:00 親子奉仕作業 

目的：スポーツ祭を控え、グランド、前庭等を親

子で汗を流しながら整備することで親子のふ

れあい、勤労奉仕の機会とする。 

場所：牧之原中学校グラウンド 

予備日：9月 8日（土） 

牧之原中学校 

0548-27-2803 

  09:00～10：00 勝間田地区ふれあい広場参加 

内容：リズムダンス披露 

場所：勝間田小学校校庭 

対象者：4・5才児 

人員：34名 

勝間田保育園 

0548-28-0329 

  09:00～10：00 坂部区民大会参加 

内容：親子競技 

場所：坂部小学校校庭 

対象者：4・5才児 

人員：31名とその保護者 

坂部保育園 

0548-29-0208 

  午前の部 

 11:00～ 

午後の部 

 14:00～ 

シンクロボーイズショー 

主催：相良町商工会青年部 

内容：トゥリトネス WB男子シンクロショー 

会場：相良中学校プール 

料金：大人 1,000 円、子供 500円 

その他：ウォーターボーイズを PR するため、相

良中学校の生徒らが、ボランティアに協力をす

る。 

相良町商工会 

0548-52-0640 

3 月 14:40～ 同報無線で「お家へ帰ろう」の放送開始 

 

内容：従来の童謡「夕焼け小焼け」に替えて、牧

之原市出身のシンガーソングライター・櫻井大

介さんの「お家へ帰ろう」（オルゴールバージ

ョン）を使用する。 

社会教育課 

0548-53-2646 

  09:15～10:00  防災訓練・防災教室 

場所：勝間田小学校 多目的ホール 

内容：「家庭でできる防災」について 

   ビデオを視聴し、家庭での防災意識を啓発

させる 

参加者：児童 166 人 

勝間田小学校 

0548-28-0013 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

3 月 09:20～10:05 防災訓練(1～6年) 

場所：相良小学校 

内容：大地震発生後、津波が発生したことを想定

し、全児童が校舎 3階以上に避難を行う。各学

級で、防災指導を学級活動として行う。 

相良小学校 

0548-53-1433 

  13:35～ 避難・引渡訓練（全学年） 

ねらい：地震発生時に命を守ることを第一に考え

避難すること及び保護者への児童引渡の訓練

をする。 

場所：地頭方小学校→孤雲寺 

地頭方小学校 

0548-58-0003 

  15:00～16:00 防災訓練 

場所：坂部小運動場 

参加者：全校児童 115 人、保育園児約60人 

内容：本年度は、初めて坂部保育園と合同で訓練

を行う。雨天時は、合同訓練は行わない。 

坂部小学校 

0548-29-0200 

 

4 火 09:00～ 市議会 9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 

  13:45～13:55 平成 19 年度牧之原市敬老事業「敬老の手紙」作成 

内容：77 歳から 79 歳の高齢者（約対象者 1700

人）に、9月中旬に郵送するはがきの作成。 

 

作成者：小学 3年生から 6年生 

（取材） 

 牧之原小学校において、小学生がはがきを作成

する。（取材は 4～6年生で主に 4年生） 

高齢者支援課 

0548-23-0076 

5 水 11:30～12:00 敬老の日を迎えるに当たり「さがら子生れ温泉会館

ご長寿祝い無料招待券」の温泉会館指定管理者から

市長への贈呈 

 

場所：榛原庁舎 5階市長応接室 

健康づくり課 

0548-23-0024 

  13:30～ 

 

消費生活出張講座 

内容：消費者協会と市職員による悪質商法被害防

止のための消費生活講座。 

会場：寄子公民館 

商工観光課 

0548-53-2623 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

6 木 09:00～14:00 

 

動物ふれあい教室 

内容：動物とのふれあい 

場所：日本平動物園 

対象者：5才児物園 

人員：8名 

勝間田保育園 

0548-28-0329 

7 金 08:00～18:00 「かがやき展」 

内容：夏休みに児童がねばり強く取り組んだ作品

の展示 

出席者：菅山小児童、保護者、菅山地域の方、菅

山小職員 

場所：菅山小学校 多目的ホール 

ねらい：体験活動、調査活動、創作活動など、夏

休みに児童がねばり強く取り組んだ作品を展

示し、その子なりのがんばり、独自性、自主性

を認める場とする。児童相互の評価を通して、

友達の良さを見つける。 

実施日：7日（金）、10日（月）、11日（火） 

菅山小学校 

0548-52-0558 

   平成 19 年度牧之原市敬老事業 記念品配付 

内容：8日（土）から 14日（金）までの間に、市

職員が 80 歳以上の高齢者に記念品（商工会商

品券）を届ける。 

対象者：昭和 3年 3月 31 日以前に生まれた方（約

4,100人） 

（取材） 

 7 日（金）、市長が下記のお宅に記念品を届ける。 

  8 時 30 分 牧之原市大江 690 番地 

          丹所 キヨ（104 歳） 

  9 時 15 分 牧之原市勝田 839 番地 1 

          村松 キシ（103 歳） 

 

高齢者支援課 

0548-23-0076 

  09:30～11：00 ふれあいサロン 

内容：地域のお年寄りとの交流 

場所：坂部区民センター 

対象者：4・5才児と地域のお年寄り 

人員：60名位 

坂部保育園 

0548-29-0208 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

7 金 18:30～20:00 男女共同参画のあり方を考える懇話会 

会場：さざんか 2階会議室 2・3 

秘書政策課 

0548-23-0052 

8 土  牧之原市敬老事業記念品配布の開始 

 

概要：80歳以上の高齢者宅に市職員が訪問し、記

念品を配布する。8月 14 日まで。 

高齢者支援課 

0548-23-0076 

  08:30～ ＰＴＡ奉仕作業 

ねらい: 夏休みを終え、秋の教育活動に向け、保

護者により運動場他の整備をする。 

内容：運動場周辺の草取り 

場所：地頭方小学校 

地頭方小学校 

0548-58-0003 

  08:30～17:00 地頭方少年少女ふるさと教室 

内容：大井川用水・牧之原用水の体験学習 

場所：川根取水口～本間隧道出口 

相良公民館 

0548-52-1021 

  09:30～11:00 家庭教育学級学習会 

内容：お父さんを対象とした学習会。お父さんと

一緒に身体を動かし楽しく遊びます。 

講師：飯田英子先生 

場所：Ｂ＆Ｇ海洋センター 

相良幼稚園

0548-52-1165 

  14：00～16:00 子育て講演会「よいお産からよい育児へ」 

会場：総合健康福祉センターさざんか 和室 

参加費：500 円（託児：一人 500 円） 

主催：榛南おっぱいの会 

榛南おっぱいの会 

池田 

0548-22-8514 

9 日 08:10～09:20 ＰＴＡ親子ふれあい奉仕作業 

ねらい：保護者、生徒、教師が協力し奉仕作業を

することにより、お互いの心のふれあいと学校

の環境整備を推進する。 

対象：３年生、その保護者  

※雨天時は 23日（日）に延期 

相良中学校 

0548-52-1233 

 

  09:30～11:30 三歳児を持つ親の学級 

内容：絵本の心、子どもの心 

講師：児童文学作家 草谷桂子先生 

相良公民館 

0548-52-1021 

10 月 07:30～07:45 あいさつ指導 

内容：児童のあいさつ隊、保護者代表、教職員が

合同で、児童登校時にあいさつ運動を行う。 

場所：相良小学校校門等 

相良小学校 

0548-53-1433 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

10 月 08:00～08:10 読み聞かせボランティアの人達による朝読書の読

み聞かせ 

内容：地域の読み聞かせボランティアの 6名が各

学年、学級に入り生徒の朝読書時に１冊の本を

読み聞かせ、読書の楽しさを教えてくださる。 

相良中学校 

0548-52-1233 

  09:00～ 市議会 9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～ 稲刈り（5年） 

内容：籾撒きから田植え、草取り等をして育てて

きた稲を刈る。 

場所：奥の谷池 

※ 天候、生育状況により期日が変更される。 

地頭方小学校 

0548-58-0003 

11 火 09:00～ 市議会 9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 

12 水 09:00～ 市議会 9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 

  09:00～14:00 家庭教育学級（3歳児親子） 

内容：焼津市防災センター見学 

場所：焼津市防災センター 

地頭方幼稚園 

0548-58-0501 

13 木 09:30～11:30 祖父母とのつどい 

内容：祖父母と一緒に触れ合い遊び・歌などをし

て楽しむ 

場所：保育園遊戯室 

対象者：全園児・園児祖父母 

人員：園児 61名と祖父母 50名位 

勝間田保育園 

0548-28-0329 

  09:30～11:30 祖父母との集い 

内容：祖父母とふれあい、歌や踊り、食事を一緒

にして楽しく過ごす 

場所：静波保育園 遊戯室 

対象者：全園児・祖父母  約 150 人 

静波保育園 

0548-22-0155 

  10:00～10:30 全国障害者スポーツ大会壮行会 市長表敬訪問 

 

内容：10月 13 日から秋田県で開催される第 7 回

全国障害者大会に市内在住の 2 名が出場する

こととなり、市長表敬訪問を行う。 

場所：榛原庁舎 5階 応接室 

福祉企画課 

0548-23-0072 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

13 木 10:00～ 平成 19年度牧之原市敬老事業「敬老の手紙」配付 

内容：対象者宅において、小学生から「敬老の手

紙」（はがき）を受け取る。 

（取材） 

場所：波津二丁目 80番地 岩倉正雄宅 

高齢者支援課 

0548-23-0076 

  13:30～ 御前崎牧之原市学校組合議会 

会場：御前崎市教育会館 

議会事務局 

0548-53-2650 

14 金 08:00～08:10 読み聞かせボランティアの人達による朝読書の読

み聞かせ 

内容：地域の読み聞かせボランティアの 6名が各

学年、学級に入り生徒の朝読書時に１冊の本を

読み聞かせ、読書の楽しさを教えてくださる。 

相良中学校 

0548-52-1233 

  09:00～11:00 

 

祖父母との集い 

内容：祖父母と触れ合い、歌を歌ったり観劇を楽

しむ 

場所：静波西保育園 遊戯室 

対象者：全園児・祖父母 

人員：110 名位 

静波西保育園 

0548-22-0041 

  09:00～11:00 

 

稲刈り 

内容：菊川市農協青年部の方と一緒に稲刈りをす

る。 

場所：菊川市横地 

対象者：5才 

人員：30人 

牧之原保育園 

0548-27-2223 

  09:00～12:00 祖父母との集い 

内容：祖父母と触合い、歌や踊り、食事を一緒に

して楽しく過ごす 

場所：坂部保育園 遊戯室 

対象者：全園児・祖父母 

人員：120 人位 

坂部保育園 

0548-29-0208 

  09:00～ 市議会 9月定例会 本会議（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 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

14 金 15:30～16:30 交通安全教室 

内容：細江保育園は牧之原警察署からチャイルド

シード着用推進モデル保育園のとして認定を

受けている。特に周辺道路で歩行指導を行い、

保護者にはチャイルドビジョンを装着し子供

の目線を体験してもらう。 

場所：細江保育園及び周辺道路 

対象者：3歳児～5歳児 

細江保育園 

0548-22-5263 

15 土 08:15～14:30 

 

校内運動会 

内容：赤白対抗の競走や競技はもちろん、本校の

自慢にもなっているリズム縄跳び・全校ソーラ

ンや和太鼓やエイサーもくわわり、特色ある運

動会になっている。 

場所：萩間小学校 運動場 

対象：全校児童 

萩間小学校 

0548-54-0020 

  08:15～15:00 校内運動会 

ねらい：紅白に分かれて、日ごろの運動の成果を

発揮する。協力して活動する。 

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 

  08:20～15:00 

 

校内運動会 

ねらい：体育を中心とした日常の成果を発表す

る。チャレンジいっぱい笑顔いっぱいの種目や

応援に取り組むことができる。集団行動の大切

さを理解し、協力して活動することができる。 

対象：全校児童・保護者・地域住民 

片浜小学校 

0548-52-0311 

  08:30～17:00 榛原少年少女ふるさと教室 

内容：大井川用水・牧之原用水の体験学習 

場所：川根取水口～本間隧道出口 

榛原文化センター 

0548-23-0002 

  09:00～ 校内体育大会 

内容：生徒の実行委員を中心に、準備や企画を行

ってきており、色別に分かれて、それぞれの種

目において中学生の頑張る姿が見ることがで

きる。 

榛原中学校 

0548-22-0025 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

15 土 13:30～15:30 職業教育シンポジウム 

主催：（株）牧之原市・静岡新聞社 

内容：職業教育をテーマに、講演、パネルディス

カッションなどを行う。 

講師等：静大学長・相高校長・市長（予定） 

会場：相良総合センター「い～ら」 

  

商工観光課 

0548-53-2623 

  19:00～ 大江八幡宮例祭（15～16 日）国指定無形民俗文化財

大江八幡宮の御船神事 

内容：大江八幡宮境内にて、船若と呼ばれる青年

たちが、千石船の模型を用いて帆柱起こしの披

露を行う。 

文化財調査事務所 

0548-53-0120 

  19:00～ 飯津佐和乃（はづさわの）神社例祭（15～17 日）県

指定無形民俗文化財 飯津佐和乃神社の御船神事 

内容：飯津佐和乃境内にて、船若と呼ばれる青年

たちが、千石船の模型を用いて帆柱起こしの披

露（総練習）を行う。 

文化財調査事務所 

0548-53-0120 

16 日 06:30～09:00 リバーフレンドシップ（勝間田川草刈り） 

場所：深谷橋から竹橋まで 

大石哲司（ブンテ

ン）0548-22-0313 

本杉若木 

   ビーチクリーンカップ 

主催：ビーチクリーンカップ実行委員会 

内容：地元サーファーで組織する実行委員会によ

るサーフィン大会。大会後、参加者、来場者で

海岸清掃を行う。 

会場：静波海岸 

実行委員長 石川 

0548-22-5345 

(オーシャンブル

ーバードサーフシ

ョップ内) 

商工観光課 

0548-53-2623 

  08:00～17:30 大江八幡宮例祭（15～16 日）国指定無形民俗文化財

大江八幡宮の御船神事 

内容：祭礼式典後、船若たちが模型船を担いで木

遣り歌に併せて船が航海する様子を演じ、大江

区内を練り歩く。 

文化財調査事務所 

0548-53-0120 

  式典 

 9:30～ 

御船神事 

11:00～17:00 

飯津佐和乃神社例祭（15～17 日）県指定無形民俗文

化財 飯津佐和乃神社の御船神事） 

内容：祭礼式典後、船若たちが模型船を担いで木

遣り歌に併せて船が航海する様子を演じ、街中

（相良・福岡・波津）を練り歩く。 

文化財調査事務所 

0548-53-0120 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

16 日 20:30～ 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：静波体育館 

チーム編成：1チーム（3～5名） 

※ 2 名や 6名でのエントリーは不可 

※ 子供だけ、女性だけの編成も良い。ただし、

部門別大会はない。 

定員：最大 24チーム 

※ 定員になり次第、締め切り 

申込：必要、参加料 1チーム 500 円 

スポーツ振興課 

0548-53-2648 

17 月 14:00～16:00 プルサーマル説明会 

概要：浜岡原子力発電所のプルサーマル計画や地

震対策についての市主催の説明会。 

会場：牧之原市相良総合センターい～ら ホール 

内容：プルサーマル計画について（資源エネルギ

ー庁・原子力保安院） 

 プルサーマル理解活動・地震対策について

（中部電力） 

主催：牧之原市 

企画開発課 

0548-23-0040 

18 火 08:30～ プロが教えるテニス教室 

対象：市内在住、在勤の高校生以上のテニス初心

者の方 

会場：榛原総合運動公園ぐりんぱるテニスコート 

コーチ：古橋冨美子プロ（元全日本チャンピオン） 

    高瀬礼美プロ（2005 全日本ダブルスチャ

ンピオン） 

    ゴーセン契約プロスタッフ 

定員：40人（定員になり次第、締切） 

申込：必要、参加料 1人 500 円 

スポーツ振興課 

0548-53-2648 

  09:00～ 市議会 9月定例会 委員会（決算連合審査） 

会場：相良庁舎議場 

議会事務局 

0548-53-2650 

  10:00～11:00 食育のおはなし 

内容：子供達に食育の大切さを知らせる 

場所：坂部保育園 遊戯室 

対象者：全園児 

人員：64人 

坂部保育園 

0548-29-0208 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

19 水 08:30～15:00 校内体育大会 

特色：地区内福祉施設の方を招待し、競技に参加

していただく。全校生徒で競技の補助と応援に

あたり、障害のある方との貴重なふれあいの場

とする。 

 敬老席の設置・地域のお年寄りを招待し、接

待する。地域の方々との貴重なふれあいの場と

する。 

相良中学校 

0548-52-1233 

  09:00～ 市議会 9月定例会 委員会（決算連合審査） 

会場：相良庁舎議場 

議会事務局 

0548-53-2650 

  14:30～16:00 人形劇鑑賞 

内容：親子で着ぐるみ人形の劇を楽しむ（ブレー

メンの音楽隊） 

場所：榛原文化センター 

対象者：榛原地域保育園児とその保護者 

人員：500 名位 

榛原地域各保育園 

 

子育て支援課 

0548-23-0073 

20 木 08:30～ 藤田まさと先生を偲ぶ歌の祭典 

入場前売券販売開始 

榛原文化センター

0548-23-0002 

相良総合センター

い～ら 

0548-52-5544 

  09:00～ 市議会 9月定例会 委員会（決算連合審査） 

会場：相良庁舎議場 

議会事務局 

0548-53-2650 

  未定 5 年生稲刈り 

内容：完全な無農薬栽培に挑戦してきた 5年生。

現在まで病気や害虫の被害に遭うことなく、稲

は順調に生育してきている。収穫の喜びを味わ

う稲刈りを 20日頃行う予定。 

場所：萩間小学校北側の借用田 

対象者：5年児童 33人 

萩間小学校 

0548-54-0020 

21 金 09:00～ 市議会 9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 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

21 金 午前 4年生つくしの家訪問 

内容：総合的な学習の時間を使っての福祉教育の

ひとつ。4年生はこれまでに、市福祉企画課の

方を講師に招いて、点字やアイマスク等の体験

を行っている。 

場所：つくしの家 

参加：4年児童 26人 

萩間小学校 

0548-54-0020 

22 土 8:00～15:00 校内運動会 

内容：色別対抗で競う。徒競走・学年演技、競技・

応援合戦・選抜リレーを実施する。 

会場：静波グラウンド 

川崎小学校 

0548-22-0027 

  08:20～16:45 校内運動会 

場所：相良小学校運動場 

内容：開会式、徒競走、団体競技、団体演技、全

校リレー、閉会式 

相良小学校 

0548-53-1433 

  08:00～ 菅山油田の里でんでん市 

場所：油田の里公園 

ねらい：コミュニティバスの停留所ができること

から、地域の発信基地等になればいいと思い、

でんでん市を開催する。 

内容：フリーマーケット、バーベキュー会場無料、

グラウンドゴルフ無料 

開催日：22日（土）、23日（日）、29日（土）、 

 30 日（日）以降、毎週土日開催予定。 

油田の里資料館 

0548-87-2525 

  08:30～15:00 

 

校内運動会 

場所：勝間田小学校運動場 

内容：徒競走、団体演技、団体競技、レクリエー

ション種目、縦割り対抗リレー、綱引き 

参加者：児童 166 人 

勝間田小学校 

0548-28-0013 

 

  08:30～15:00 

 

坂小オリンピック（運動会） 

場所：坂部小運動場 

参加者：全校児童 115 人 

内容：全校児童を赤、青、黄、緑の 4チームの縦

割りグループの対抗戦で競技などを行う。 

坂部小学校 

0548-29-0200 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

22 土 08:30～15:00 「運動会」 

出席者：菅山小児童、保護者菅山地域の方、保育

園児・幼児菅山小職員 

場所：菅山小学校運動場 

ねらい：一人一人がめあて達成のために努力を重

ねる活動を通して、主体性とやりぬく心を育て

る。 

菅山小学校 

0548-52-0558 

  08:30～17:00 萩間少年少女ふるさと教室 

内容：大井川用水・牧之原用水の体験学習 

学習場所：川根取水口～本間隧道出口 

相良公民館 

0548-52-1021 

  09:00～14:00 平成 19 年度 校内スポーツ祭 

目的：生徒の創意を生かした企画・運営により生

徒一人一人の出番をつくり、自主性と積極性を

育てる。練習や競技に積極的に参加させること

を通して、集団への所属感、望ましい人間関係

を育てる。学年間の交流とリーダー性を養う機

会とする。 

場所：牧之原中学校グラウンド 

参加者：全校生徒 102 人 

予備日：9月 24 日（月） 

牧之原中学校 

0548-27-2803 

 

 

  09:15～ 運動会 

ねらい: 日頃の体育活動の成果を発表したり、運

動会に向けての諸準備、運営に積極的に取り組

んだりすることを通して、運動の楽しさや学校

行事を創り上げる喜びをしり、自分たちの運動

会を盛り上げる。 

対象：全学年 

※ 雨天順延により実施 

地頭方小学校 

0548-58-0003 

23 日 08:00～14:30 細江小学校校内運動会 

目的：健康な体をつくることに関心と意欲をも

ち、体力を向上させる。異学年の仲間を応援し

たり友だちのよさに気づいたりすることがで

きる。 

内容：開塾式、全校ダンス、徒競走、団体競技、

リレーなど 

細江小学校 

0548-22-0024 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

25 火 終日 5・6年塩づくり体験 

内容：5年生は米、6年生は大豆やトウモロコシ、

野菜を栽培し、これから日本の食文化にふれる

活動（豆腐、味噌、おにぎり等をつくる）を行

う際に必要な塩を自分たちの手で作る体験。 

場所：相良海岸 

対象：5・6年児童（65人） 

萩間小学校 

0548-54-0020 

26 水  相良高校生職業体験 

内容：相良高校生徒が、園児と一緒に活動したり、

遊んだりして幼稚園・保育園教育を体験する。 

場所：地頭方幼稚園 08:00～13:00 

   B＆G海洋センター（相良幼稚園） 

    08:15～14:00 

   牧之原保育園 09:00～13:00 

   菅山保育園 09:30～13:00 

地頭方幼稚園 

0548-58-0501 

相良幼稚園 

0548-52-1165 

牧之原保育園 

0548-27-2223 

菅山保育園 

0548-52-3733 

  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 

  10:00～11:30 牧之原市子育て支援センター運動会 

概要：お母さん同士の交流を深めると共に、親子

のふれあい、子ども同士のふれあいのひととき

を持つことを目的とする。 

会場：細江コミュニティセンター 

対象：生後 6か月～未就園児の親子 80組 

内容：親子体操、かけっこ、ママと一緒によーい

どん、こんにちはアンパンマン、パネルシアタ

ーを見る。 

子育て支援センタ

ー 

0548-22-0174 

27 木  吉田町牧之原市広域施設組合議会 

会場：清掃センター 

議会事務局 

0548-53-2650 

28 金 08:30～16:00 相良・萩間・地頭方合同 万年青大学 

内容：静岡空港と美術館めぐり 

学習場所：静岡空港、県立美術館 

相良公民館 

0548-52-1021 

  09:00～ 市議会 9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 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

28 金 授業参観会 

13:45～14:35 

講演会 

15:10～16:45  

授業参観会、講演会 

内容：多くの保護者や地域の方に学校の様子を知

っていただく場とする。保護者と共に講演を拝

聴し学ぶ機会とする。 

講師：牧田百代先生（焼津市教育委員会巡回相談

員） 

榛原中学校 

0548-22-0025 

  13:40～14:25 薬学（喫煙防止）講座 

ねらい：薬物や喫煙の害について学び、その恐ろ

しさを知ると共に、健康な生活に心がけようと

する態度を養う。 

場所：牧之原小学校 6年教室 

参加人員：6年児童 25 人 

牧之原小学校 

0548-27-2314 

29 土 8:30～17:00 相良少年少女ふるさと教室 

内容：浜松自衛隊基地他見学 

場所：浜松自衛隊基地ほか 

相良公民館 

0548-52-1021 

  08:30～11:45 

 

 

原っこ運動会 

内容：親子運動会 

場所：牧之原保育園園庭 

対象者：園児、保護者 約 100 名 

牧之原保育園 

0548-27-2223 

  08:45～11:45 菅山っ子運動会 

内容：親子運動会 

場所：菅山保育園園庭 

対象者：園児、保護者、地域の方 

人数：60名の親子、地域 40名位 

菅山保育園 

0548-52-3733 

 

  09:00～11:30 にこにこ運動会 

内容：竹馬行進、す走り、リレー、未就園児競技、

親子競技、祖父母競技等 

場所：地頭方幼稚園園庭 

参加者：全園児、保護者等約 200 人 

地頭方幼稚園 

0548-58-0501 

  09:30～10:30 大井川の清流を守る研究協議会海岸清掃 

概要：大井川の清流を守る研究協議会（牧之原市、

島田市、御前崎市、吉田町、川根町、川根本町）

主催の海岸清掃。 

内容：御前崎海岸、細江海岸、相良海岸、住吉海

岸で一斉に海岸清掃を行う。 

昨年度実績：相良海岸 279 人、細江海岸 275 人 

企画開発課 

0548-23-0040 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

29 土 09:00～12:00 みんなの運動会 

内容：徒競走、リズム、障害物競走、縦割り競技、

親子競技、祖父母競技、竹馬、リレーなど（未

就園児の招待競技もあり） 

場所：小堤山公園 

その他：雨天の場合は 30日に延期 

相良幼稚園

0548-52-1165 

 

  13:00～16:15 平成 19 年度第 1 回 男（ひと）と女（ひと）のフ

ォーラム 

内容：「21 世紀を健康にどう生きるか！」をテー

マにしたパネルディスカッション 

場所：総合健康福祉センターさざんか 2階会議室 

榛原文化センター 

0548-23-0002 

社会教育課 

0548-53-2646 

30 日 12:30～ 榛南文化交流芸能のつどい 

内容：吉田町・牧之原市文化協会会員による芸能

発表 

場所：相良総合センター い～ら 

榛原文化センター 

0548-23-0002 

 


