牧之原市 広報素材（７月の行事予定一覧）
日時
1

日

情報発信課 0548-23-0044

行事

連絡先

原っ子チャレンジ学校（通学合宿）

牧之原小学校

※6 月 25 日～7 月 1 日（6 泊 7 日）

0548-27-2314

目的「感謝・協力・思いやり」
・異年齢の集団生活を通して、よりよい人間
関係を育てる。
・家庭から離れて生活し、家庭の良さやあり
がたさを知る。
・地域の教育力の向上を図る。
活動内容
8:00～

奉仕活動

・ 参加児童とボランティア、あおぞらク
ラブの人たちが一緒になって、通学路の
ゴミ拾いや東名側道の美化作業を行う。
11:00

閉校式

・ チャレンジ学校を通して学んだこと
などを確認し、今後の生活に生かして
いこうという気持ちを持たせる。
場所：牧之原農村婦人の家
参加人員：3～6 年児童 33 人、ボランティア 30
人程度
3

火

15:45～17:45

元気ッズ体操教室

4

水

10

火

11

水

会場：海浜体育館

17

火

対象：新体操クラス

18

水

スポーツ振興課

共催：牧之原市教育委員会、株式会社カワイ体 058-53-2648
操教室

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）

4

水

11

水

18

水

19:00～21:00

総合型地域スポーツクラブモデル事業
る陸上教室

ぐりんぱ スポーツ振興課
058-53-2648

主催：牧之原市体育協会陸上部
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日時
25

水

行事

連絡先

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

4

水

17:45～

ちびっこサッカー教室

11

主催：牧之原市スポーツ少年団指導者、榛原サ

18

ッカー協会指導者、榛原高校女子サッカー部

25

生徒、榛原中学女子サッカー部生徒ほか

スポーツ振興課
058-53-2648

対象：市内 5 歳児～6 歳児
会場：静波体育館
内容：ボールに触れ合う事を目的とする。
6

金

15:00～17:15

ちびっこ体操教室

13

金

主催：牧之原市教育委員会

27

金

運営：ちびっ子体操教室実行委員会

スポーツ振興課
058-53-2648

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
8

日

10:30～

14

土

（全 5 回）

15

日

22

日

28

土

小学生 1・2 年生水泳教室 A コース
会場：相良 B&G 海洋センター

スポーツ振興課
058-53-2648

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

21

土

～
8/4

笑顔がい～ら

笑店まつり

主催：夏・夢舞台 2007 実行委員会
土

内容：
「笑顔」をテーマに、参加商店がそれぞれ
の演出に取り組み、商店の魅力を PR する。市
民は気に入った商店を投票する。
参加店舗：市内で参加を希望した商店
申込期日：7/13（金）まで
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商工観光課
0548-53-2623

日

曜

1

日

時間

行事
日本プロサーフィン大会（第 2 戦）
主催：JPSA（日本プロサーフィン連盟）

連絡先
商工観光課
0548-53-2623

会場：静波海岸
内容：全国規模のロングボード大会
※
09:30～

6 月 30 日（土）から開催

さがらサンビーチ海開き

牧之原市観光協会

主催：牧之原市観光協会

0548-22-5600

会場：さがらサンビーチ

商工観光課

内容：神事・水難者供養・水難救助合同訓練

0548-53-2623

開設期間：7/1 から 8/31 まで
相良 B&G 海洋センタープール開放開始日
開放日：7 月 1 日～8 月 31 日

スポーツ振興課
058-53-2648

利用時間：09:00～12:00
13:00～17:00
18:00～21:00
（夜間は 7/20～8/20 のみ開放。ただし、家庭
の日（8/19）は、午後 5 時まで）
入場料：
小人（小学生以上）100 円（半日単位）
大人（高校生以上）210 円（半日単位）
幼稚園・保育園児、見学者は、無料。
2

月

～

～

4

水

08:00～20:00

観音山自然教室

川崎小学校

概要：浜松市観音山に宿泊し、冒険ラリーなど 0548-22-0027
の活動を通して、友達と力を合わせる大切さ、
がまんする心を育てる。
会場：浜松市観音山少年自然の家
対象：5 年生
活動：沢登り、冒険ラリー、ナイトウオークラ
リー、キャンプファイアー等

2

月

7:20～7:50
小・中学校
7:50～8:20
榛原高校
8:00～8:30
相良高校

青少年あいさつ運動街頭キャンペーン

社会教育課

内容：静岡県青少年の非行問題に取り組む強調 0548-53-2646
月間に合わせ、児童・生徒への挨拶の奨励と
指導を目的に市内小中学校 18 か所で実施。
参加者：市議会議員、教育委員、社会教育委員、
青少年健全育成推進員など 161 人。
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日

曜

2

月

時間
08:00～

行事

連絡先
地頭方小学校

朝礼
概要：地域の方々が地頭方小学校の子どもたち

0548-58-0003

にどんなことを期待し望んでいるのかを話し
ていただく。
場所：地頭方小学校体育館
講師：地頭方在住 櫻井敏明区長さん
対象：全学年
09:00～17:00

エコアクション 21 本審査
場所：市役所榛原庁舎

10:00～11:00

プ-ル開き（各園）
内容：約束を守って楽しく安全に、水遊びがで

環境課
0548-53-2609
坂部保育園
0548-29-0208

きるよう、プ-ルサイドに集まりプ-ル開きの 細江保育園
会をする。

15:45～16:30

0548-22-5263

場所：保育園プ-ルサイド

静波保育園

対象者：全園児 62 名

0548-22-0155

中学生陸上ボランティア

川崎小学校

内容：榛原中陸上部の生徒が、本校 6 年生の陸 0548-22-0027
上大会に向けた練習に参加し、模範演技や技
術指導を行う。
会場：静波グラウンド
3

火

09:00～16:20

エコアクション 21 本審査
場所：市役所相良庁舎

09:25～12:10

自転車教室

環境課
0548-53-2609
坂部小学校

場所：坂部小学校と学校周辺

0548-29-0200

参加者：全校児童 115 人
内容：低・中・高学年ごと全校児童が、交通指
導員の指導のもと、自転車の安全な乗り方を
学習する。
09：30～11:00 花火教室

0548-52-1165

概要：消防署の方に来ていただき花火の扱い方、 相良幼稚園
注意することを話していただき、実際に花火
を体験する。
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3

火

10:00～11:00

勝間田保育園

プ-ル開き
内容：約束を守って楽しく安全に、水遊びがで

0548-28-0329

きるよう、プ-ルサイドに集まりプ-ル開きの
会をする。
場所：保育園プ-ルサイド
対象者:全園児 60 名
13:15～15:30

外国人児童を対象とした総合学習

J.World「たな 細江小学校

ばた祭りを楽しもう」

0548-22-0024

概要：外国人保護者の参観会
ワールドルーム懇談会
外国人保護者を対象とした懇談会
内容：外国人児童に日本の文化を味わわせるた
めに、七夕の話を聞かせ、短冊に自分の願い
を書く。
また、外国人保護者に対して、細江小学校
の教育を理解してもらったり外国人としての
悩みを聞く目的で懇談会を行う。どちらも、
通訳者を交えて活動する。
14:00～15:30

講座制クラブ(4～6 年)

相良小学校

場所：相良小学校、萩間川、B＆G 海洋センター 0548-52-1433
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」等の講師を招いて講座を開設し、
クラブ活動を行う。
14:30～15:20

薬学講座

牧之原中学校

主催 養護教諭、各学年部

0548-27-2803

場所 各学年教室
内容：1 年「薬の正しい使い方」講師：学校薬
剤師

小山平太郎（太平薬局）

2 年「たばこと健康」講師：市健康づく
り課保健師
3 年「薬物乱用と中高生の犯罪」講師：
牧之原警察署生活安全課

松田係長

目的：薬やたばこ、薬物等についての正しい知
識を身につけるとともに、健康的な生活を送
ろうとする態度を養う。
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昨年度までは、2 人の講師を招いて全校で
薬学講座を行っていたが、本年度は発達段階
を考慮し、各学年で行うこととした。
3

火

19:00～20:15

津波避難訓練

防災局
0548-23-0056

4

水

10:15～11:15

花火教室（安全な遊び方を学ぶ）

地頭方幼稚園

概要：消防署職員から花火遊びのお話を聞く。4、 0548-58-0501
5 歳児は園庭で署員と一緒に花火をやる。
場所：地頭方幼稚園
参加者：全園児、消防署職員
13:50～14:40

全校道徳

相良中学校

内容：県立掛川西高等学校の太田伝貴教諭を迎 0548-52-1233
え、肝臓移植をされ 1 年 7 ヶ月ぶりに学校現
場に戻ってきた「伝ちゃん先生」こと、太田
伝貴（ただたか）先生の講演を全校で聴き、
生きる喜びや命の大切さについての態度を養
う。
普段、週 1 時間（年間 35 時間）学級担任の
指導で道徳の時間が位置付けられているが、
今回は、全校生徒が一堂に会して太田先生の
貴重な体験談を聞くことで生命尊重の精神を
共有する機会をとる。特に、教科書から離れ
実話に基づく話となるため生徒達の心に響く
ものも大きなものになることを期待する。
また、講演のお礼に本校自慢の合唱「心の
瞳」を全校で歌い全校道徳を閉じる。
場所：相良中学校体育館
5

木

19:30～21:00

盆踊り講習会

社会教育課

～

～

内容：相良音頭などの盆踊りの講習

6

金

講師：相良民踊舞踊研究会 大石優子さん他

0548-53-2646

会場：B＆G 海洋センター
5

木

10;00～11:00

七夕の集い

細江保育園

内容：七夕飾りをみながら、七夕についての話
を聞いたり、職員の劇をみる。
場所：遊戯室
対象者：全園児 101 名
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0548-22-5263

5

木

10:20～11:05

食育指導「食事と生活習慣病予防」
場所：萩間小学校 4 年教室

萩間小学校
0548-54-0020

参加：4 年生 25 名
内容：食育指導のひとつ。栄養のバランスを考
えた食事をとることにより、生活習慣病を児
童期から予防するというもの。
講師：佐藤玲子栄養士（給食センター）
14:00～

子ども寄席

地頭方小学校

内容：日本伝統文化の一つである落語を聞くこ

0548-58-0003

とを通して、日本の言葉に親しむ機会とする。
場所：い～ら
対象：5 年生
6

金

08:00～16:45

自由参観日〈１日〉
概要：保護者・地域の皆様に子どもたちの学校

片浜小学校
0548-52-0311

生活の様子を自由に見ていただく。
09:00～11:00

環境保全センター見学

菅山小学校

概要：環境保全センターを見学することにより、 0548-52-0558
ごみが処理される過程やそこで働く人たちの
思いを知ると共に、環境問題に対する意識を
高める。
出席者：4 年児童
場所：環境保全センター
09：15～10:00 七夕誕生会

地頭方幼稚園

概要：七夕飾りを飾り、園で収穫した野菜をお

0548-58-0501

供えして、七夕のお話を聞いたり、スライド
を見たりする。
場所：地頭方幼稚園
参加者：全園児
09:30～10:30

七夕祭り

菅山保育園

内容：七夕の由来を知り、楽しい会

0548-52-3733

場所：菅山保育園
対象者：3,4,5 才児
参加：43 名
09:30～10:20

文化講座（落語鑑賞）
概要：2 年生の社会科で学習をしている江戸時
代の文化の学習も兼ね、落語についての魅力
を桂米多朗氏の落語ライブから学ぶ。
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相良中学校
0548-52-1233

参加対象者は、1 年生から 3 年生の全校生
徒であり、全校生徒を対象に体育館にて話を
聴く。
生徒達は、テレビ番組の「笑点」等で落語
を身近に感じていると思われるが、テレビで
はなく、ライブで本物の落語を聴かせること
で高い文化的価値を感じてくれるものと期待
している。
場所：相良中学校体育館
6

金

09;30～10:30

七夕会

牧之原保育園

内容：七夕の由来を知り、みんなで会を楽しむ。 0548-27-2223
場所：保育園ホ-ル
対象者：3，4，5 才児、78 名
09:30～12:00

とうもろこしの収穫
内容：とうもろこしの収穫

細江保育園
0548-22-5263

場所：勝間田のとうもろこし畑
対象者：4、5 歳児 43 人
10:00～11:00

七夕の集い

勝間田保育園

内容：七夕飾りをみながら、七夕についての話

0548-28-0329

を聞いたり、職員の劇をみる。
場所：遊戯室
対象者：全園児 60 名
10:00～11:00

七夕会

大沢保育園

内容：七夕の行事を知り、会をみんなで楽しむ。 0548-52-3141
場所：保育園ホ-ル
対象者：3，4，5 歳児 55 人
10:00～11:00

七夕の集い

坂部保育園

内容：七夕の笹飾り見たり七夕についての話を

0548-29-0208

聞く、うめ組の踊り・スライドをする。
場所：遊戯室
対象者：全園児 62 名
10:00～11:00

七夕の集い

静波保育園

内容：七夕飾りを見ながら、七夕について話を
聞いたりゲ-ムを楽しむ
場所：保育園遊戯室
対象者：全園児 87 名
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0548-22-0155

6

金

10:20～11:10

浜っ子リレー

片浜小学校

概要：全校縦割りグループによるリレー大会
10:00～

0548-52-0311
片浜小学校

学校評議員会
概要：学校評議員の皆さんに学校での子どもた

0548-52-0311

ちの様子を見ていただく。
12:00 からは子どもたちと一緒に食堂で給食
を食べていただく。
13:45～14:30

七夕集会（児童集会）

坂部小学校
0548-29-0200

場所：体育館
参加者：全校児童 115 人
内容：挑戦ステージ（6・7 月）にがんばってで
きるようになったことを発表する。竹を用意
し、自分のめあてや願いを飾ったり、縦割り
グループごと飾り付けをしたりする。
17:30～19:00

七夕のつどい

萩間保育園

内容：笹飾りの下で親子で楽しいひとときを過

0548-54-1230

ごす。（茶問屋しょうごさんを招いて…）
場所：保育園園庭
対象者：全園児とその家族、150 人
7

土

08:30～

MAP まきのはら 100 人ウォーク
概要：ウォーキングで牧之原を再発見。

健康づくり課
0548-23-0024

会場：スタートは相良サンビーチ
10:00～19:00

スタ☆フェス'07 eco＆peace ～御城下まつり

商工観光課

夏の陣～

0548-53-2623

主催：スタ☆フェス実行委員会
会場：相良シーサイドパーク（入場無料）
内容：K-MIX ラジオ生放送
櫻井大介サンセットライブ
ファッションショー
ダンス＆ミュージックライブ
楽市楽座フリーマーケット
飛行機飛ばし選手権ほか
13:30～16:00

家庭と地域で子どもを育てる市民のつどい（家庭

社会教育課

教育学級合同講演会を兼ねる）

0548-53-2646

内容：中学生の主張作文表彰、発表（４名）
人権擁護委員による人権ミニ講座
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櫻井大介さんミニコンサート
記念講演会
演題「子どもの言葉に心を探る」
講師

保護司・健全育成アドバイザー
小野寺百合子氏

会場：相良総合センター「い～ら」
8

日

07:30～
受付
08:30～
開会式

ビーチサッカー大会
主催：牧之原市観光協会

牧之原市観光協会
0548-22-5600

会場：静波海岸
内容：小学生男子・中学生男子・一般男子・女

09:00～

子の部に分かれてのビーチサッカー大会。事

開始

前に観光協会へ確認の上、申し込み。
（参加費
は当日徴収）

09:00～11:30

PTA 親睦綱引き大会
参加者：保護者 80 名、職員 13 名

勝間田小学校
0548-28-0013

場所：体育館
内容：PTA 学級対抗綱引き大会
目的：保護者同士・職員の親睦を図る。汗を流
し、日頃のストレスを発散させる。親や教師
が頑張っている姿を子供に見せる。
09:30～11:30

三歳児を持つ親の学級

相良公民館

内容：
「危ないよ 子どものまわり」
、救急講習・ 0548-52-1021
消防署見学
会場：消防署（御前崎市）
9

月

14:30～15:20

交通安全教室

牧之原中学校

場所：グラウンド（雨天時：体育館）

0548-27-2803

内容：自転車の安全な乗り方
対象：全校生徒 102 人
目的：自転車の安全な乗り方についての知識と
実際を学び、交通安全の意識を高める。
10

火

（午前中）

6 年大豆種蒔き

萩間小学校

場所：萩間小学校北側の畑
参加：6 年生 32 人
内容：総合的な学習の時間を活用して行う豊か
な体験活動のひとつ。6 年生は、栽培した大
豆を使って、冬に味噌造りを行う予定。
協力：ＪＡ女性部（学校支援委員）ほか
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0548-54-0020

10

火

08:10～08:25

相良小学校

児童集会
場所：相良小学校運動場

0548-52-1433

内容：7 月 25 日の南地域小学校陸上競技大会に
出場する選手を壮行する会を行う選手に実際
走ってもらう等、下級生にとっては、自分た
ちも６年生になったらあのように速く走った
り跳んだりできるようになりたいなぁという
思いも持たせる。
09:20～10:05

川崎小学校

PTA 蘇生法講習

概要：夏のプール監視に向け、保護者に救命講 0548-22-0027
習を行う。
会場：川崎小学校第二音楽室
09:25～10:05

水難事故防止教室
場所：相良小学校プール

相良小学校
0548-52-1433

内容：3 年生を対象に水難事故防止のため、着
衣のまま水に入ったらどんな状況になるか体
験し、あわてず対処できるよう指導する。
09:45～12:00

親子おたのしみ会
内容：講師を招き、親子で触れあい運動遊びを

坂部保育園
0548-29-0208

楽しむ及び給食参観
場所：坂部保育園・遊戯室
対象者：全園児と保護者、120 人
19:30～

ファミリーバドミントン出前講座（坂部区）
会場：坂部小学校体育館

スポーツ振興課
058-53-2648

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
12

木

通学教室「わくわく学校」

～

～

内容：萩間公民館に宿泊をして通学をする。
「自 0548-54-0020

14

土

分のことは自分でやる」ことを一番の目的に、 社会教育課
異学年の児童がかかわり合い、協力し合って
生活を行う。特に、2 日目夕食と 3 日目朝食
は、子どもたちによる自炊を予定している。
会場：萩間公民館
参加：3 年生 56 人
主催：実行委員会（PTA、区長、公民館長、よこ
ぐらの会）
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萩間小学校

0548-53-2646

12

木

09:30～15:30

勝間田保育園

SL 遠足
内容：SL に乗車して遠足に行く

0548-28-0329

場所：音戯の郷

坂部保育園

対象者：榛原地区 5 園年長児

0548-29-0208
細江保育園
0548-22-5263
静波保育園
0548-22-0155

10:30～12:00

2 年生親子活動「流しそうめん」
参加者：2 年生親子 60 名

勝間田小学校
0548-28-0013

場所：勝間田小学校体育館前
目的：親子のふれあいと学級の親睦を図る。
※
10:30～11:50

そうめん台は、保護者手作り。

環境学習講座

川崎小学校

概要：勝間田川の水質検査や水生生物について、 0548-22-0027
県環境衛生化学研究所から講師を招いて学習
を進める。
対象：4 年生
会場：勝間田川港橋付近
13

金

09:30～14:20

焼津マリン体験

～

～

場所：焼津青少年の家

14

土

内容：13 日

相良小学校
0548-52-1433

チャレンジラリー、大漁ハイク、

キャンドルセレモニー
対象：4 年生
14 日

海洋活動

その他：小学校生活で初めての宿泊を伴う体験
活動。
13

金

09:30～11:30

相良万年青大学

相良公民館

内容：健康体操

0548-52-1021

会場：牧之原市相良公民館
10:30～12:10

文化財出前授業

文化財調査事務所

内容：6 年生を対象に、市役所学芸員による市
内の歴史と遺跡の講話を行う。子供たちは、
実際に市内で発掘された出土品（土器や勾玉）
に触れることができる。古代体験学習として、
勾玉づくりも行う。
会場：相良小学校
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0548-53-0120

13

金

相良幼稚園

16：30～20:00 お楽しみ会
概要：夕方から登園し、自分達で作ったカレー

0548-52-1165

をみんなで食べたり、みんなで協力しゲーム
や PTA 役員が計画してくれたお化け屋敷で肝
試し、最後は保護者と一緒に夜空に上がる花
火を楽しむ。
対象：年長児 5 歳児
16:30～20:00

地頭方幼稚園

げんきっこ会

概要：先生や友達と一緒に助け合って活動する。 0548-58-0501
手作り夕食会、肝試し、林昌院で座禅等。迎
えに来た保護者と園児と一緒に花火を見て降
園。
場所：地頭方幼稚園と林昌院
参加者：5 歳児、PTA 役員、5 歳児の保護者
19:00～20:30

PTA 救急救命講習会
出席者：PTA 役員、学校職員

菅山小学校
0548-52-0558

場所：菅山小多目的ホール
ねらい：夏休みのプール監視をしていただくに
あたり、子供たちが安全に水泳を行えるよう、
心肺蘇生法を身につけると共に、プールでの
水難事故防止の意識を高める。
14

土

09:30～

第 11 回海の日記念事業
会場：御前崎港西埠頭

スポーツ振興課
058-53-2648

参加費：無料
対象：市内外の子どもから大人まで
内容：「ふじ」
「あしたか」体験乗船会
その他：事前の申込みが必要
09:30～

シーサイドプール地頭方プール開き
主催：牧之原市観光協会

0548-22-5600

内容：安全祈願神事・園児初泳ぎ

商工観光課

※
15

日

09:00～

牧之原市観光協会

開設期間：7/14～8/19 10 時～16 時

第 11 回海の日記念事業
会場：御前崎港マリーナ
対象：市内外の子どもから大人まで
内容：駿河湾クルーザー体験、カヌー・ヨット・
マリンジェット、バナナボートほか
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0548-53-2623
スポーツ振興課
058-53-2648

15

日

10:00～

ぴぃ～ス杯 2007 ビーチバレー大会
会場：さがらサンビーチ

06:30～09:00

0548-53-2623

リバーフレンドシップ事業（勝間田川草刈り）
場所：深谷橋から竹橋まで

16

月

08:30～13:00

榛原・相良・萩間・地頭方合同

商工観光課
ブンテン
0548-22-0313

少年少女ふるさ

相良公民館
0548-52-1021

と教室
内容：海での危険防止学習・海水浴等
会場：相良サンビーチ他
09:00～

海の日ビーチフラッグス大会

受付

主催：牧之原市観光協会

10:00～
開始

牧之原市観光協会
0548-22-5600

会場：静波海岸
内容：男子・女子・小学校低学年・高学年の部
に分かれてのビーチフラッグス大会。参加費
無料、当日受付

13:00～

K-MIX SEA SIDE STATION'07 in Shizunami
会場：静波海水浴場
内容：K-MIX

商工観光課
0548-53-2623

公開生放送＆ライブ

出演者：FUNKY MONKEY BABYS・日之内エミ
17

火

09:00～

議員全員協議会

議会事務局

会場：相良庁舎 4 階大会議室
13:20～

通学班別集会

0548-53-2650
地頭方小学校

概要：1 学期の登下校の様子や地区での生活の

0548-58-0003

様子について振り返る会
内容：自分たちの登下校の仕方や地区での危険
箇所、遊び方などについて振り返り、安全な
登下校や遊び方について確認し合う。
対象：全学年
15:10～16:30

PTA 救急法講習会
内容：休みのプール指導を前に、心肺蘇生法の

牧之原小学校
0548-27-2314

講習を受け、いざというとき対応できるよう
にしておく。
場所：原っ子ルーム
参加人員：PTA 役員 15 人
19:30～

ファミリーバドミントン出前講座（勝間田区）
会場：坂部小学校体育館
内容：基礎を学ぶ初心者講習会（市内の方対象）
講師：牧之原市体育指導委員会
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スポーツ振興課
058-53-2648

18

水

09:00～14:00

菅山保育園

川遊び
内容：自然の川で水遊びを楽しむ

0548-52-3733

場所：川根
対象者：5 才児 13 名、職員 3 名、役員 2 名
09:20～12:10

川崎小学校

ALSOK 安心教室
概要：6 年生対象に防犯に対する意識を高める

0548-22-0027

教室を開催する。
会場：川崎小学校 6 年各教室
09：30～
（午前中）

食中毒防止パレード（榛原地区）

健康づくり課

出発式：静波海水浴場本部前

0548-23-0024

主催：榛原食品衛生協会榛原支部
その他：相良地区は、8 月 1 日実施予定
10:00～11:00

お年寄りとのつどい

萩間保育園

内容：地域のお年寄りと楽しくあそぶ。

0548-54-1230

場所：保育園ホ-ル
対象者：5 才児とつくも会の皆さん、40 名
17:30～18:00

総務部滞納整理激励（発足）式
場所：榛原庁舎 4 階会議室

19

水

09:20～12:10

ALSOK 安心教室

納税推進室
0548-23-0022
川崎小学校

概要：3 年生対象に防犯に対する意識を高める

0548-22-0027

教室を開催する。
会場：川崎小学校 3 年各教室
15:00～16:00

洋上視察

防災局
0548-23-0056

20

金

08:00～08:15

お楽しみ読書

坂部小学校

場所：各教室

0548-29-0200

参加者：全校児童 115 人
内容：読み聞かせのボランティアグループ「お
話クラブ」と「民話収集」と読み聞かせのボ
ランティアの保護者の皆さんが、本の読み聞
かせを行う。子どもたちが読書に親しむ活動
のひとつ。
20 日
（予定）

09:15～

案山子コンクール
場所：奥の谷池

地頭方小学校
田んぼの学校

対象：5 年生
概要：豊作を願って作った案山子のできばえを
披露する
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0548-58-0003

内容：5 月に植えたイネの苗の生長を確かめな
がら、これからいいお米がとれるようにと願
ってつくって案山子を田んぼに立て、雀や害
虫からイネを守ろうとする会。末広会の方々
に審査をしていただく。
20

金

09:30～11:30

地頭方万年青大学
内容：健康体操

相良公民館
0548-52-1021

会場：トーク地頭方公民館
13:30～15:00

油会クラブとの交流
出席者：6 年児童、油会クラブのみなさん

菅山小学校
0548-52-0558

場所：菅山公民館
ねらい：油会クラブのみなさんとの交流を通し
て、お年寄りの思いを知ると共に、やさしい
気持ちを育て、福祉に対する関心を高める。
13:35～14:20

水資源啓発教室

萩間小学校

場所：萩間小学校 4 年教室

0548-54-0020

参加：4 年生 25 人
17:45～19:30

夕涼み会

勝間田保育園

内容：夏の夕暮れ親子で夜店・盆踊りを楽しむ

0548-28-0329

場所：保育園園庭・園舎内
対象者：園児・園児家族ほか 200 人
17:45～19:30

夕涼み会

坂部保育園

内容：夏の夕暮れ親子で夜店・盆踊り、花火を

0548-29-0208

楽しむ
場所：保育園園庭・園舎内
対象者：園児・園児家族ほか 200 人
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

スポーツ振興課
058-53-2648

内容：基礎から教える初心者教室
対象：小学４年生以上（小中学生は保護者同伴）
講師：牧之原市体育指導委員会
21

土

午前 9:00～

ボディーボード講習会
内容：ボディーボードについて基礎から楽しく
学ぶ。
会場：静波海岸
対象：市内小学 4 年生～6 年生
講師：JACK オーシャンスポーツ
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スポーツ振興課
058-53-2648

21

土

16:00～18:00

細江保育園

夏祭り
内容：親子で、日本とブラジルの踊りを楽しん

0548-22-5263

だり、夜店を楽しんだりする。
場所：保育園園庭
対象者：園児・園児家族他 200 人
23

月

10:00～

陸上選手を励ます会
概要：南地区陸上競技大会に選手として出場す

地頭方小学校
0548-58-0003

る選手を全校で励ます。
会場：地頭方小学校
対象：全学年
内容：地頭方小学校の代表としてがんばろうと
する気持ちを育てます。
選手としてがんばろうとする友だちを心から応
援し励まそうとする気持ちを育てます。
24

火

08:30～15:30

川遊び

萩間保育園

内容：川遊びで、感動体験をする。

0548-54-1230

場所：家山
対象者：年長児 17 名
11:00～12:00

プ-ル開放

坂部保育園

内容：未就園児親子に園プ-ルを開放して遊んで 0548-29-0208
もらう。
対象者：未就園児親子 14 人
19:30～

ファミリーバドミントン出前講座（勝間田区）
会場：坂部小学校体育館

スポーツ振興課
058-53-2648

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
その他：必要なく、直接会場へ来てもらう。
25

水

08:30～15:00

川あそび

大沢保育園

内容：自然の川であそび、感動体験を広げる。

0548-52-3141

場所：川口キャンプ場
対象者：５歳児 23 名、保護者 5 名、職員 4 名
11:00～12:00

プ-ル開放

静波保育園

内容:未就園児親子にプ-ルを開放して楽しんで 0548-22-0155
もらう
場所:保育園プ-ル
対象者:未就園親子
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26

木

09:00～

サマーゼミナール(自己課題に挑戦)

～

～

場所：地頭方小学校

31

火

対象：全学年

地頭方小学校
0548-58-0003

内容：国語、算数、図画工作、書写、自由研究、
水泳、英会話等いくつかの講座の中から子ど
もたちが自分で課題を見つけ解決しようと努
力する手助けをし、積極的に学ぼうとする意
欲を育てる。
27

金

09:30～11:30

相良公民館

萩間万年青大学
内容：健康体操

0548-52-1021

会場：萩間公民館
11:00～12:00

プ-ル開放

勝間田保育園

内容：未就園児親子に園内プ-ルを開放して遊ん 0548-28-0329
でもらう。
対象者：未就園児親子 15 人
13:15～16:30

長野県松川町の小学生との交流
内容：友好姉妹都市である長野県松川町の小学

教育総務課
0548-53-2642

生と牧之原市の小学生が海水浴などにより交
流し、両市町の友好関係を深める。
場所：
「民宿御座松(細江 111)」と静波海水浴場
（荒天の場合は市役所相良庁舎と B&G 海洋セ
ンター）
参加：小学生(松川町 20 名・牧之原市 28 名)
主催： 山﨑こども教育振興財団
16:00～18:00

夏まつり(保護者会主催)

静波保育園

内容：親子ですんぷレンジャ-の演奏を聞いたり 0548-22-0155
お店やさんでの買い物を楽しむ
場所：保育園園庭
対象者：園児・家族など 200 名
18:10～

しずなみ海水まつり花火大会
主催：牧之原市観光協会
会場：静波海岸
内容：18 時 10 分～ 榛原太鼓
18 時 40 分～ セレモニー等
19 時頃～花火打上げ（約 1,000 発）
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牧之原市観光協会
0548-22-5600

27

金

19:30～

スポーツ振興課

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

058-53-2648

内容：基礎から教える初心者教室
対象：小学４年生以上（小、中学生は保護者同
伴）
講師：牧之原市体育指導委員会
参加費：1 人 500 円
21:00～22:00

申込必要

静波海水まつり花火大会少年補導
内容：青少年健全育成推進員による青少年補導

社会教育課
0548-53-2646

活動
会場：静波海岸
28

土

13:00～13:30

中学生海外研修事業出発式

教育総務課

場所：相良庁舎正面玄関前

0548-53-2642

概要：本場の英語・異なる文化や生活様式を体
験し、国際理解を深めるため、オーストラリ
ア(ブリスベン)にて海外研修（2 人で 1 家庭
へのホームステイ）を実施する。
参加者は、20 名(男子 5 名、女子 15 名)で、
研修期間は、７月 28 日～8 月 6 日 8 泊 10 日。
引率者は、榛原中学校
学校

山本一教諭、相良中

水嶋栄乃教諭

主催： 山﨑こども教育振興財団
29

日

10:30～12:00

おはなし大会

社会教育課

内容：岐阜県の人形劇団「ぽけっと」による楽

0548-53-2646

しい昔話の人形劇など
会場：相良史料館ホール
その他：入場は無料（要整理券）。
7 月 10 日（火）から図書館、文化センター
などで整理券を配布。
12:00～21:00

はいばらフェスタ 2007
主催：フェスタ実行委員会

榛原町商工会
0548-22-1166

会場：静波グラウンド・榛原庁舎前
内容：市民踊り等ステージ催し物・出店等
21:15～

参議院選挙開票（牧之原市）
場所：静波体育館

選挙管理委員会
（管理課内）
0548-23-0050
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30

月

07:00～07:10

青森県三戸町との小学生交流事業

出発式

教育総務課

内容：友好都市である青森県三戸町を 8 月 1 日 0548-53-2642
までの 2 泊 3 日で訪問する小学生の出発式
場所：市役所相良庁舎前駐車場
参加：市内小学生 20 名
主催： 山﨑こども教育振興財団
31

火

19:30～

ファミリーバドミントン出前講座（静波区・川崎 スポーツ振興課
058-53-2648

区）
会場：坂部小学校体育館
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
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