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 牧之原市 広報素材（８月の行事予定一覧） 情報発信課 0548-23-0044 

 

日時 行事 連絡先 

1 

2 

3 

6 

7 

8 

9 

水 

木 

金 

月

火

水

木 

08:30～15:50 夏休みプール指導 

場所：相良小学校プール 

内容：夏休みを利用して水泳練習をしたいという

児童に水泳指導ができる環境を提供し、児童の

心身の発達と体力の向上を図る。 

相良小学校 

0548-52-1433 

１

～

31 

水 

 

金 

 第 17 回藤田まさと先生を偲ぶ歌の祭典 カラオケコ

ンクール出場者募集 詳細は別紙資料を参照 

榛原文化センター

0548-23-0002 

1 

8 

15 

22 

29 

水 

水 

水 

水 

水 

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)から 10 月 31 日（水）

まで全 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 

1 

2 

6 

7 

8 

9 

17 

水 

木 

月 

火 

水 

木 

金 

09:00～11:00 学習相談日 

概要：夏休みにチャレンジする自由研究、図工作

品、書写作品、作文、感想文等への取り組みの

相談、指導を行う。 

 また、1 学期に学習した基礎的な内容につい

て、定着を図るように指導を行う。 

 ※8 月 1日には、地域の赤堀敏郎氏が自由研究

の相談。 

場所：牧之原小学校原っ子ルーム等 

参加人員：40 人程度 

牧之原小学校 

0548-27-2314 

 

4 

5 

11 

18 

25 

土 

日 

土 

土 

土 

10:30～ 

（全 5回） 

小学生 1・2年生水泳教室 B コース 

会場：相良 B&G 海洋センター 

対象：市内小学校に通う 1、2 年生で泳げない児童 

内容：水泳の基本をマスターし、25ｍ泳げるよう

になる事を目標。 

スポーツ振興課 

0548-53-2648 
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日時 行事 連絡先 

4 

11 

18 

25 

水 

水 

水 

水 

18:45～ 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

ほか 

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 

スポーツ振興課 

0548-53-2648 

20 

21 

23 

24 

月 

火 

木 

金 

09:00～16:00 小・中学生ヨット教室 

主催：牧之原市教育委員会、御前崎市教育委員会 

会場：御前崎港マリーナ 

参加費：1人 2,000 円 

対象：小学 4 年生～中学 3年生の男女 20 人 

内容：海に面した地域特性を生かしたマリンスポ

ーツ教室を通じ、自然とふれあい、ヨットの楽

しさを体験する。 

講師：相良高等学校ヨット部 

スポーツ振興課 

0548-53-2648 

21 

22 

28 

29 

火 

水 

火 

水 

15:45～17:45 元気ッズ体操教室 

共催：牧之原市教育委員会、（株）カワイ体操教室 

会場：海浜体育館 

対象：新体操クラス 

    幼児（新年中～新年長） 

     児童（新 1年～新 6 年） 

    体育クラス 

     幼児（新年少～新年長） 

     児童（新 1年～新 6 年） 

スポーツ振興課 

0548-53-2648 

 

 

 

 

日 曜 時間 行事 連絡先 

1 水 09:00～10:30 チャレンジ講座 

概要：教師が自分の得意分野を生かして、講座を

開設して子どもが活動する場を提供する。 

内容：図工作品講座 

対象：全学年 

会場：川崎小学校図工室 

川崎小学校 

0548-22-0027 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

1 水 09:30～ 食中毒防止パレード（相良地区） 

出発（午前）：旅の宿大沢（地頭方） 

出発（午後）：相良庁舎前 

主催：榛原食品衛生協会榛原支部 

健康づくり課 

0548-23-0024 

  10:00～ 東遠工業用水道企業団議会 

会場：掛川市役所 

議会事務局 

0548-53-2650 

  13:00～15:00 夏休みチャレンジ教室「野球を 10 倍楽しく見る方法

－スコアブックに挑戦－」 

場所：勝間田小学校 多目的ホール 

先生：小杉光弘（教頭） 

内容：野球のビデオを観ながら、スコアブックの

付け方を学ぶ。 

参加者：児童 19 人、保護者 3人 

勝間田小学校 

0548-28-0013 

 

2 木 08:30～10:30 チャレンジ講座 

概要：教師が自分の得意分野を生かして、講座を

開設して子どもが活動する場を提供する。 

内容：つり教室 

対象：4 年生以上 

会場：釣学院裏 

川崎小学校 

0548-22-0027 

  09:00～10:30 サマースクール（1 年、4年、5年） 

概要：１学期の学習の復習をする機会をもつ。中

学生による学習ボランティアを要請している。 

会場：川崎小学校各教室 

川崎小学校 

0548-22-0027 

  09:00～10:30 チャレンジ講座 

概要：教師が自分の得意分野を生かして、講座を

開設して子どもが活動する場を提供する。 

内容：理科自由研究講座 

対象：全学年 

会場：川崎小学校理科室 

川崎小学校 

0548-22-0027 

3 

～ 

4 

金 

 

土 

17:30～21:00 夏・夢舞台 2007 

主催：夏・夢舞台 2007 実行委員会 

会場：8/3 ミルキーウェイショッピングタウン他 

   8/4 本通り・新町通り 

内容：ステージイベント、大道芸、縁日･飲食コー

ナー、フリーマーケットほか 

商工観光課 

0548-53-2623 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

3 金 09:00～12:00 萩間ふるさと教室 

内容：電気工作教室 

会場：萩間公民館 

相良公民館 

0548-52-1021 

  09:30～11:00 夏祭り 

内容：盆踊り、出店を楽しむ 

場所：大沢保育園 

対象者：全園児 75 名 

大沢保育園 

0548-52-3141 

  09:40～12:00 PTA 親子救急救命法講座 

概要：相良中学校 PTA 研修部の活動の 1 つで相良

中学校会議室にて相良・御前崎消防署の方を講

師に迎え実施する。親子23ペアが参加する予定。 

相良中学校 

0548-52-1233 

  19:30～ アーチェリー教室 

会場：相良総合グラウンドテニスコート 

参加費：1人 500 円 

対象：小学４年生以上 

内容：基礎から教える初心者教室 

講師：牧之原市体育指導委員会 

スポーツ振興課 

0548-53-2648 

4 

～ 

5 

土 

 

日 

80:30～14:30 伝統文化塩づくり体験教室 

内容：相良地区の伝統文化である揚浜式製塩法の

塩づくりを、体験を通して先人の偉業から学ぶ。

（2日間とも） 

会場：相良海岸、茶々塩屋敷 

参加者：相良地区の小学生名、ボランティア 

主催：伝統文化子ども教室・生涯学習推進ボラン

ティア協議会「スマイル」 

社会教育課 

0548-53-2646 

4 土  講座「子どもと本」 

内容：子どもと本についての理解を深める学習会。

本に興味のある大人の講座。 

会場：榛原文化センター 

社会教育課（榛原

文化センター） 

0548-23-0002 

  07:30～12:00 相良地域女性の会 牛乳パック回収及びトイレット

ペーパー還元事業 

内容：回収・還元作業 

会場：相良公民館 

相良公民館 

0548-52-1021 

  09:00～12:00 萩間親子のつどい 

内容：親子レクレーション 

会場：萩間公民館 

相良公民館 

0548-52-1021 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

4 土 15:30～17:00 夏祭り 

内容：盆踊り、出店を楽しむ 

場所：牧之原保育園 

対象者：全園児 94 名と保護者 150 名 

牧之原保育園 

0548-27-2223 

  17:00～18:00 萩間小学校生徒が夏夢舞台オープニングへの出演 

場所：旧相良町本通り（相良） 

内容：リズム縄跳び、ソーラン、和太鼓、エイサ

ーなど 

概要：相良夏夢舞台の出演は 4 回目。地域の人の

熱い声援を受けて、子どもたちは年々成長して

きた。地域の期待に応えて一生懸命演技したい。 

萩間小学校 

0548-54-0020 

 

  19:00～ 

 盆踊り等 

20:00～ 

 打上げ 

庚申堂花火大会 

主催：静波一丁目中老会  

会場：榛原公園 

内容：約 500 発の花火のほか盆踊り等 

静波一丁目中老

会 

6 月 10:00～ 第 2 回牧之原市地域公共交通会議 

概要：コミュニティバス試験運行事業協議など 

会場：榛原庁舎 5階庁議室 

企画開発課 

0548-23-0040 

  13:00～15:00 夏休みチャレンジ教室「牛乳パックでつくるかんたん

望遠鏡」 

場所：勝間田小学校 多目的ホール 

先生：増田雅子（本校職員） 

内容：牛乳パック望遠鏡づくり 

参加者：児童 15 人 

勝間田小学校 

0548-28-0013 

  13:30～ JTB での吹奏楽コンサート（2 回演奏） 

場所：牧之原サービスエリア（下り線） 

目的：日頃の練習の成果を地域に広げ、豊かな体

験とする。 

牧之原中学校 

0548-27-2803 

  14:00～15:00 読み聞かせネットワーク＠榛原（通称：読みねっと）

設立記念イベント 

内容：図書活動を行う市内の団体・個人が情報交

換や交流を深め、市民の読書活動の輪を広げる

ために設立されたグループの設立記念イベン

ト。当日は、代表者の決定、おはなし会を行う。 

会場：榛原児童館 

主催：読み聞かせネットワーク＠榛原 

社会教育課（榛

原図書館） 

0548-23-0094 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

6 月 14:00～ 東遠広域施設組合議会 

会場：東遠衛生センター（御前崎市） 

議会事務局 

0548-53-2650 

  22:40～ 牧之原市中学生オーストラリア研修参加生徒(13 名）

帰国 

場所：相良庁舎 

相良中学校 

0548-52-1233 

7 火 08:30～17:00 第 2 回 牧之原認定農業者協議会 一番茶品評会・入

札会 

場所：相良公民館 

出品数：78 点 

農林水産課 

0548-53-2618 

 

  08:30～16:00 

高校生一日ナース体験 

場所：榛原総合病院 

参加者：19 人 

榛原総合病院管

理課 

0548-22-1131 

  08:30～17:00 地頭方ふるさと教室 

内容：名古屋電気館 

会場：トーク地頭方公民館 

相良公民館 

0548-52-1021 

  09:00～10:00 チャレンジ講座 

概要：教師が自分の得意分野を生かして、講座を

開設して子どもが活動する場を提供する。 

内容：社会・理科自由研究講座 

会場：川崎小学校理科室 

川崎小学校 

0548-22-0027 

  09:30～12:00 行事名：夏祭り 

内容：盆踊りや出店など楽しむ 

場所：菅山農就センター 

対象者：全園児 

人員：園児 60 人、職員 10 人、役員 6 人 

菅山保育園 

0548-52-3733 

 

  09:30～15:00 榛原支部陸上競技大会 

場所：ぐりんぱる 

目的：「感動ある大会にしよう」をスローガンとし、

日頃の練習の成果を十分に発揮するとともに、

榛原地区の選手相互の親睦を深める。 

 

  19:30～ ファミリーバトミントン出前講座（静波・川崎地区） 

会場：静波体育館 

対象：市内の方 

内容：基礎を学ぶ初心者講習会 

講師：牧之原市体育指導委員会 

スポーツ振興課 

0548-53-2648 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

7/27 

8 

9 

金 

水 

木 

09:00～11:00 もっと学習 

内容：夏休み中に、希望児童が学校に来て学習を

行う。このとき、小中連携事業の一環として、

中学生のボランティアが小学生の学習を見る。 

場所：3 年生教室 

参加者：希望児童  7/27 21 人、 

          8/8 27 人 

          8/9 19 人 

    参加中学生 7/27  3 人 

          8/9  7 人 

坂部小学校 

0548-29-0200 

8 水 13:00～15:00 夏休みチャレンジ教室「フィルムこまづくり」 

内容：カメラフィルムを使ってのこまづくり 

場所：勝間田小学校 多目的ホール 

講師：勝間田文庫（地域読書ボランティア） 

参加者：児童 30 人 

勝間田小学校 

0548-28-0013 

 

9 木 09:00～10:00 チャレンジ講座 

概要：教師が自分の得意分野を生かして、講座を

開設して子どもが活動する場を提供する。 

内容：社会・理科自由研究講座 

会場：川崎小学校理科室 

川崎小学校 

0548-22-0027 

  9：30～11：00 5 才児 B&G プール 

内容：B&G プールで思い切り遊ぶ 

対象者：5才児 23 名、職員 3名 

大沢保育園 

0548-52-3141 

  09:30～11:30 三歳児家庭教育学級 

内容：講話「親はわが子の応援団長」。三歳児を持

つ親を対象に、子どもとのコミュニケーション

の取り方などについて学ぶ。 

講師：斎藤みづ江さん（親業インストラクター） 

会場：総合健康福祉センター「さざんか」 

社会教育課（榛原

文化センター） 

0548-23-0002 

  10:00 頃 「子ども県議会」にて、相良中学 2年の大地雅樹くん

が代表質問者として議場に立つ。 

相良中学校 

0548-52-1233 

  15:00～15:00 夏休みチャレンジ教室「バドミントン教室」 

場所：勝間田小学校 体育館 

先生：奥川直樹（校長） 

内容：バドミントンの上達のこつを学ぶ 

参加者：児童 54 人 

勝間田小学校 

0548-28-0013 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

10 金 09:20～15:40 平成 19 年度中部支部 Bブロック研修会 

概要：未来をひらく幼児の育成を目指し、教師の

資質向上の為の研修会。 

場所：相良総合センター「い～ら」 

参加者：焼津、大井川、島田、牧之原の公立幼稚

園教諭 70 名位 

地頭方幼稚園 

0548-58-0501 

 

  9:30～ 中学生職業体験学習（静岡雙葉中学校生徒） 

場所：榛原総合病院 

参加者：2名 

榛原総合病院管

理課 

0548-22-1131 

  18:30～ 

 盆踊り等 

20:00～ 

 打上げ 

相良海上花火大会 

主催：牧之原市観光協会 

会場：さがらサンビーチ 

内容：約 800 発の打上げ花火、海上花火のほか盆

踊り等 

牧之原市観光協

会 

0548-22-5600 

11 土 09:00～13:30 相良ふるさと教室 

内容：自然体験教室 

会場：相良公民館 

相良公民館 

0548-52-1021 

14 火  ビタミンフェスタ 

主催：ビタミンフェスタ実行委員会（地頭方区） 

会場：地頭方海浜公園 

地頭方区 

  19:30～ ファミリーバトミントン出前講座（細江地区） 

会場：静波体育館 

対象：市内の方 

内容：基礎を学ぶ初心者講習会 

講師：牧之原市体育指導委員会 

スポーツ振興課 

0548-53-2648 

16 木 09:30～ 中学生職業体験学習（島田中学校生徒） 

場所：榛原総合病院 

参加者：2名 

榛原総合病院管

理課 

0548-22-1131 

  13:00～ 榛原総合病院組合議会臨時会 

場所：榛原総合病院講堂 

榛原総合病院管

理課 

0548-22-1131 

17 金 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 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

17 金 09:00～13:00 菅山地域めぐり 

出席者：6年児童、菅山区役員、菅山地域の方、菅

山小職員 

場所：菅山小学校～菅山地域めぐり～菅山公民館 

ねらい：6年児童と地域の方々との交流を深める。 

地域にある由緒ある建物や場所を、地域の方の説

明を受けながら巡り歩くことを通して、地域に

ついての理解を深めると共に地域を愛する心を

育てる。 

菅山小学校 

0548-52-0558 

 

18 土 07:00～17:30 伝統文化塩づくり「塩の道を歩こう！」 

内容：浜松市水窪地区の塩の道を歩く。 

会場：浜松市水窪地区青崩峠 

参加者：相良地区の小学生、ボランティアの大人 

主催：伝統文化子ども教室・生涯学習推進ボラン

ティア協議会「スマイル」 

社会教育課 

0548-53-2646 

  14:00～17:00 病院見学会 

場所：榛原総合病院 

参加者：10 名 

榛原総合病院管

理課 

0548-22-1131 

  18:30～20:30 PTA 夏のお楽しみ会 

出席者：菅山小児童、保護者、PTA 役員、菅山地域

の方、菅山小職員 

場所：菅山小学校前庭 

ねらい：夏の一夜に、児童や保護者、地域の人た

ちが集う場を設けることにより、自分たちが住

んでいる菅山のよき夏の思い出づくりをする。 

菅山小学校 

0548-52-0558 

 

19 日 09:00～11:30 PTA 親睦事業 

概要：PTA 保体部が中心となって、保護者の親睦を

図るため、学級対抗で競う競技を実施する。種

目は、ダーツを行う。 

会場：静波体育館 

川崎小学校 

0548-22-0027 

  09:00～21:00 相良 B&G 海洋センタープール無料開放 

利用時間：09:00～12:00、13:00～15:00 

     18:00～21:00 

スポーツ振興課 

0548-53-2648 

  09:30～09:00 リバーフレンド（勝間田川草刈り） 

場所：深谷橋から竹橋まで 

大石哲司 

0548-22-0313 

本杉若木 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

19 日 13:00～ ひやけっこくらべっこ大会 

主催：牧之原市観光協会 

会場：さがらサンビーチ警備本部横 

内容：子供を中心とした日焼けコンテスト、スイ

カ割り 

牧之原市観光協

会 

0548-22-5600 

21 火 08:30～16:00 高校生一日ナース体験 

場所：榛原総合病院 

参加者：14 人 

榛原総合病院管

理課 

0548-22-1131 

  11:00～ 静岡新聞 SBS あすなろ賞表彰式 

概要：中学校代表にて本校生徒会長 河原駿さん

がお礼の言葉を述べる。 

引率教員、生徒 5名が参加 

相良中学校 

0548-52-1233 

  13:30～16:30 不当要求防止責任者講習 詳細は別紙資料を参照 

内容：暴力団等が行う不当要求への対応方法を学

び、被害を防止する。 

対象：課長以上の職員（42 人予定） 

管理課人事管理

室 

0548-23-0051 

  19:30～ ファミリーバトミントン出前講座（細江地区） 

会場：静波体育館 

対象：市内の方 

内容：基礎を学ぶ初心者講習会 

講師：牧之原市体育指導委員会 

スポーツ振興課 

0548-53-2648 

23 木 09:30～11:00 5 才児 B&G プール 

内容：B&G プールで思い切り遊ぶ 

場所：B&G プール 

対象者：５才児 13 人職員 3人 

菅山保育園 

0548-52-3733 

  13:30～ 防災ヘリ患者搬送訓練 詳細は別紙資料を参照 

場所：榛原総合病院 

参加者：50 人 

榛原総合病院管

理課 

0548-22-1131 

25 

26 

27 

土 

日 

月 

ライブ(25 日

26 日) 

12:30～20:00 

 

ビーチクリー

ン(26日27日) 

09:00～10:00 

WINDBLOW ' 07  SAGARA 

主催：WINDBLOW 実行委員会 

会場：相良シーサイドパーク 

内容：レゲエライブ、ビーチクリーン 

その他：チケット発売：7/7 から 

WINDBLOW 実行委

員会 

03-5474-6306 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

25 土 08:00～11:30 

（ 07:40 集

合） 

坂口谷川堤防草刈り（ボランティア） 

概要：毎年実施。これまで、あじさい・さつき・

芝生を植え、遊歩道の造成などが行われ、一定

の成果を上げてきている。 

主催：坂口谷川を守る会 

実施場所：佐々木橋から樋泉橋まで（両岸） 

集合場所：佐々木橋記念碑前 

坂口谷川を守る会

0548-22-1478 

環境課 

0548-53-2609 

 

26 日 （未定） 浜岡プルサーマルシンポジウム 

概要：経済産業省主催によるプルサーマル関係の

説明会 

開催：御前崎市 

企画開発課 

0548-23-0040 

  08:40～15:00 第 33 回 中央公民館まつり 

内容：各区生涯学習作品展示及び芸能発表、園児・

生徒の学習成果発表、各種団体バザー等 

会場：相良公民館 

相良公民館 

0548-52-1021 

  09:00～11:30 PTA 親子スポーツフェスタ 

場所：萩間小学校体育館、運動場他 

内容：靴とばし、空き缶つみ、傘立て等。 

概要：萩小版チャレンジランキング。PTA が 10 数

種類の競技を考え、親子で競い合う。 

萩間小学校 

0548-54-0020 

 

  13:30～ 中央公民館まつりへの出演 

概要：昨年に引き続いての出演。6 年生の演技。 

場所：相良公民館 

内容：ソーラン 

萩間小学校 

058-54-0020 

 

  16:30～18:00 夏祭り 

概要：PTA 役員主催で盆踊りや手作りお店屋さんで

買い物ややゲームを楽しむ。 

場所：地頭方幼稚園 

参加者：全園児とその家族、職員 

地頭方幼稚園 

0548-58-0501 

 

27 月 14:00～14:40 

（慰問の時間） 

相良子ども教室 1～3年体験学習コースの子どもたち

による施設慰問（慰問後、史跡見学を実施） 

内容：1～3 年体験学習コースの小学生が体験活動

の一環として、老人施設を歌やクイズで慰問。 

会場：相良清風園 

主催：相良子ども教室 

社会教育課 

0548-53-2646 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

28 火 9：30～11：00 4、5 才児 B&G プール 

内容：B&G プールで思い切り遊ぶ 

場所：B&G プール 

対象者：4.５才児 41 名、職員 5 名 

大沢保育園 

0548-52-3141 

  09:30～12:00 牧之原市エコアクション 21 自治体イニシアチブ事

業 

概要：牧之原市エコアクション 21 参加企業に対す

る説明会 

場所：相良公民館１階大集会室 

主催：牧之原市、エコアクション 21 地域事務局 

環境課 

0548-53-2609 

エコアクション

21 地域事務局 

054-252-9023 

  10:00～ 大井上水道企業団議会 

会場：島田市役所金谷庁舎 

議会事務局 

0548-53-2650 

  19:00～20:30 まちづくり基本条例を考える会 全体会 

会場：さざんか 2階 

参加者：70 名予定 

秘書政策課 

0548-23-0052 

30 木 09:30～11:00 プール納め 

内容：プール遊びの頑張りを認め合う 

場所：菅山保育園 

対象者：4、5 才児 24 名 

菅山保育園 

0548-52-3733 

 

31 金 09:00（予定） 

 相良サンビ

ーチ 

11:00（予定） 

 静波・鹿島 

静波・鹿島海水浴場・さがらサンビーチ閉場式 

主催：牧之原市観光協会 

牧之原市観光協

会 

0548-22-5600 

商工観光課 

0548-53-2623 

  08:20～09:00 第 2 学期始業式 

概要：2 学期の始まりにあたり、がんばる気持ちを

高める。 

会場：静波体育館 

川崎小学校 

0548-22-0027 

  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 
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31 金 19:30～ 緊急被爆研修会 

場所：榛原総合病院講堂 

参加者：150 名 

榛原総合病院管

理課 

0548-22-1131 

  19:00～ バウンドテニス講習会 

会場：海浜体育館 

参加費：1人 500 円 

対象：市内在住、在勤の一般男女 

内容：初心者講習会 

講師：市バウンドテニス協会 

スポーツ振興課 

0548-53-2648 

 


