牧之原市 広報素材（６月の行事予定一覧）
日時
15:00～17:15

情報発信課 0548-23-0044

行事

1

金

8

金

主催：牧之原市教育委員会

15

金

運営：ちびっ子体操教室実行委員会

22

金

会場：静波体育館

29

金

対象：園児クラス

連絡先
スポーツ振興課

ちびっこ体操教室

0548-53-2648

幼・保育園児（年中以上）
小学生クラス
小学生
5

火

15:45～17:45

元気ッズ体操教室

6

水

12

火

13

水

会場：海浜体育館

19

火

対象：新体操クラス

20

水

幼児（新年中～新年長）

26

火

児童（新 1 年～新 6 年）

27

水

スポーツ振興課

主催：牧之原市教育委員会、株式会社カワイ体
操教室

0548-53-2648

共催

体育クラス
幼児（新年少～新年長）
児童（新 1 年～新 6 年）

6

水

19:00～21:00

総合型地域スポーツクラブモデル事業

13

水

20

水

主催：牧之原市体育協会陸上部

27

水

共催：牧之原市教育委員会

ぐりんぱ スポーツ振興課

る陸上教室

0548-53-2648

期日：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
6 月下旬まで

秋葉公園のアジサイ

商工観光課

概要：火伏せの神を祀る秋葉神社境内の山腹一 0548-53-2623
面に 8 種類・約 4,000 株のアジサイが植えら
れており、遊歩道沿いに赤紫、ピンク、白、
水色の花を咲かせます。
※

期間中ライトアップ有
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日時

行事

5/下旬～7/上旬

大鐘家

大鐘家あじさい祭り

（期間中休園日無し）

連絡先

概要：一万坪の敷地内に、12,000 株のアジサイ 0548-52-4277
等が植えられており、美しい花々が咲き乱れ
ます。
入園料：大人 700 円・子供 400 円（あじさい祭り
期間中）

6/30（土）～7/1（日）

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）

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

日

曜

1

金

時間

行事
地球を元気にする家族４の参加者募集開始
概要：家庭から出る二酸化炭素を削減し、地球

連絡先
環境課
0548-53-2609

温暖化を防止に繋げる。
実施期間：7 月～9 月の 3 ヶ月間
募集締切：6 月 15 日（金）
申込方法：電話で環境課まで申込む
08:30～10:00

代掻き（米づくり）
場所：学校北側の借用田

萩間小学校
0548-54-0020

参加：5 年 33 名
講師：学校支援委員の大石通之さん
備考：田んぼに子どもたちが入り、泥んこにな
りながら土の中に空気を入れる作業をする。
08:30～12:30

プール開き

地頭方幼稚園

場所：園内のプール
参加：全園児
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：園プレールーム
参加者：5 歳児 24 人
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0548-58-0501

日

曜

時間

１

金

08:30～15:00

行事
相良ウォッチング(1～6 年)

連絡先
相良小学校

ねらい：体験、観察、調査などの活動から豊か 0548-52-1433
な相良の自然や産業、文化財、福祉関係施設
などを知ったり、そこに関わる人々と触れ合
ったりすることを通して、
「ふるさと相良」へ
の理解を広げたり、追求課題を持ったりする。
また、さざんか学習(総合的な学習の時間)や
生活科の体験、調査活動として位置づける。
場所：1 年 小堤山公園、相良海岸
2 年 紅林農場、本通り商店街
3 年 大江田んぼ、相良漁港、般若寺、
お不動山、塩の道
4 年 相賀水道施設、ディスカバリパーク
5 年 相良地区内福祉施設
6 年 塩づくり体験、相良の歴史めぐり
10：30～

子育て支援センター相良のオープン

子育て支援課子育

会場：相良総合センター「い～ら」内

て支援センター

対象：未就園児の親子

0548-22-0174

内容：パネルシアター・大型絵本・親子体操 な
どを行う。風船のプレゼント。
15:15～16:30

心肺蘇生法講習会
内容：水泳指導を前にして、職員全員で心肺蘇

勝間田小学校
0548-28-0013

生法の研修を行います。人形を使って、実技
を伴う研修を行います。
参加者：職員 13 名、保護者（希望者）
18:30～

牧之原市体育協会総会・情報交換会
会場：うおとも（地頭方）

2

土

08:00～15:00

自由参観デー

体育協会事務局
0548-52-4600
川崎小学校

第 2 時（9:20～10:20）1 年生となかよくなる会 0548-22-0027
内容：1 年生と他学年との交流を行う。ゲー
ムをやったり、プレゼントをあげたりする。
第 5 時（13:30～14:45）ミニ運動会
内容：ペア学年（1 年と 6 年、2 年と 4 年、3
年と 5 年）で競技をする。
会場：静波体育館、静波グラウンド
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日

曜

時間

2

土

08:15～12:00

行事

連絡先
相良公民館

地頭方ふるさと教室

0548-52-1021

場所：トーク地頭方公民館
講師：株式会社ハセガワ
08:30～09:30

山本正義さん

静波海岸遊歩道周辺の清掃
概要：静波海岸の防風林内の遊歩道を清掃をボ
ランティアで行います。
主催：静波ボランティアの会、小さな親切運動
静岡県本部の共催

静波ボランティア
の会
0548-22-2344
小さな親切運動静
岡県本部（静銀榛
原支店）
0548-22-1141

09:00～11:00

奉仕作業

細江保育園

内容：側溝掃除・砂場整備

0548-22-5263

場所：保育園園庭
対象者：0～4 歳児の保護者 58 人
09:00～11:30

潮干狩り

菅山保育園

内容：親子で潮干狩りを楽しむ。

0548-52-3733

場所：御前崎海岸
対象者：3 才以上児の親子 86 名と職員
09:30～11:30

親子磯遊び（参観会）
内容：親子で磯の生き物探しを楽しむ

地頭方幼稚園
0548-58-0501

場所：御前崎日向子海岸
参加：全園児 57 名と保護者
13:45～16:00

榛原地区保育所連絡会総会・第 1 回合同研修会
場所：相良総合センター「い～ら」

子育て支援課
0548-23-0073

参加人数：約 200 名
4

月

09:00～

市議会 6 月定例会本会議（初日：提案説明）
会場：相良庁舎議場

13:00～14:30

たんぽぽ劇団観劇
内容：たんぽぽ劇団の上演する劇を全校児童で
観ることを通して、舞台芸術の素晴らしさに
ふれる。
また、自分たちの国語の表現力に活かそうと
する。
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議会事務局
0548-53-2650
細江小学校
0548-22-0024

日

曜

時間

4

月

15:00～16:30

行事
交通安全リーダーと父母と交通安全を語る会
場所：萩間小学校多目的教室

連絡先
萩間小学校
0548-54-0020

参加：児童（交通リーダー）、学校職員、PTA、
警察署員、市交通指導員、市教育委員会等
目的：学校・家庭・地域が共通理解のもと、一
体となって交通安全活動を行い、交通安全と
危機意識を高める。
5

火

08:00～08:20

勝間田小学校

ふるさと自慢
目標：トレーニングを積み高い技能をもった身

0548-28-0013

近な先輩の実技を見ることを通して、本校児
童が目標をもって練習に取り組んだり、陸上
競技に親しんだりすることができるようにす
ることを目標としています。
参加者：全校児童 166 名、ふるさと先生 10 名（榛
原高校陸上競技部）
内容：陸上競技実技
09:30～11:00

交通教室

細江保育園

内容：交通安全について

0548-22-5263

場所：細江保育園と周辺道路
対象者：3、4、5 歳児の 67 人
10:00～11:00

歯科衛生士による歯磨き指導
内容：歯についての話・歯磨き、うがいの練習

勝間田保育園
0548-28-0329

場所：遊戯室
対象者：4・5 才児の 34 人
6

水

7

木

8

金

08:00～16:45

榛中へいかざあ

榛原中学校

内容：朝の会から帰りの会、放課後の活動、部 0548-22-0025
活動まで校内で生徒の活動をご覧いただく。
（自由参観週間）

6

水

8:30～11:00
（予定）

田植え（米づくり）
場所：学校北側の借用田
参加：5 年 33 名
講師：学校支援委員の大石通之さん
備考：塩水選、播種、育苗等、自分たちの手で
可能な限り行うようにしている。
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萩間小学校
0548-54-0020

日

曜

時間

6

水

09:00～14:00

行事

連絡先

地頭方幼稚園と相良幼稚園園児交流会
内容：2 園の園児が一緒に相良サンビーチで砂
浜遊びや砂山を作りで楽しみ親睦を図る。

0548-58-0501
相良幼稚園
0548-52-1165

場所：相良幼稚園
09:30～14:30

地頭方幼稚園

緑地公園づくり

相良中学校

内容：総合的な学習の時間において、３年生は 0548-52-1233
「地域と共に学ぶ」をテーマに学習を進めて
いる。その一環として「楽遊会（菅山地区の
自然環境保護活動を行 6 っている団体）」が天
王堂山頂付近で行っている緑地公園づくりの
お手伝いをさせていただくことになった。
具体的な内容は、遊歩道の整備、竹の間伐、
除草、カブトムシの採集場の整備などである。
当日は、楽遊会の方の指導のもと作業を行う。
場所：牧之原市菅ヶ谷

天王堂山頂（ＮＨＫ中

継所付近）
10:00～10:40

歯の健康教育

静波西保育園

内容：歯についての話、歯磨きの仕方

0548-22-0041

場所：遊戯室
対象者：4、5 歳児 31 名
13:00～15:00

教育講演会「テレビ寺子屋」
講師：佐藤綾子先生

榛原中学校
0548-22-0025

場所：榛原中学校体育館
内容：2 本分の収録を行います。講師は長野県
生まれで日本大学芸術学部研究所教授、日本
に「パフォーマンス」の語を導入しパフォー
マンス理論の構築と実践の道を歩み続けたこ
の道の第一人者です。
13:30～16:00

牧之原市女性団体連絡協議会理事会
場所：相良庁舎 3 階会議室

社会教育課
0548-53-2646

内容：フォーラムの運営計画の検討
13:45～14:30
15:00～16:30

小中合同研修会研究授業（4 年国語）事後研修会
目的：小中学校の職員が連携して、授業改善に
努めていく。
場所：牧之原小学校 4 年教室
参加人員：4 年児童 33 人、小中学校教員 23 人
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牧之原小学校
0548-27-2314

日

曜

時間

6

水

13:45～14:30

行事
牧小・牧中合同授業研究会
概要：小中連携の一環として、牧小・牧中の全

連絡先
牧之原中学校
0548-27-2803

職員参加で授業研究（小学校 4 年生国語の授
業）や事後研修会も合同で行う。
7

木

09:15～

地頭方幼稚園

芋さし体験
場所：地頭方幼稚園

0548-58-0501

参加：年長児 24 名
09:20～10:05

川崎小学校

防犯教室
概要：防犯に対する意識を高める教室を開催。

0548-22-0027

会場：川崎小学校
09:45～11：00 いものつるさし

坂部保育園

場所：坂部保育園

電話：29－0208

対象者：全園児・祖父母
10:30～12:00

文化財出前講座

菅山小学校

概要・目的：市教委社会教育課担当職員が来校

0548-52-0558

し、６年生児童に、古墳時代の土器を見せて
頂いたり、火おこし体験をしたりする。郷土
の歴史に興味を持ち、歴史学習への探求心を
深めていく。
出席者：6 年児童
場所：菅山小６年教室と体育館前
13:00～16:00

防災体験学習

相良中学校

概要：総合的な学習の時間において、１年生は 0548-52-1233
「防災」をテーマに学習を進めている。その
一環として防災体験学習を本校を会場にして
実施する。講師としては、御前崎市牧之原市
消防署員、市役所防災局職員、牧之原市消防
団員の協力をいただく。
内容：煙ハウス体験、心肺蘇生法、放水訓練等。
夜間は、1 年生全員が学校に宿泊し、避難生
活の体験活動を実施。
場所：相良中学校内テニスコート、体育館
13:30～15:00

牧之原市戦没者春季追悼式・慰霊大祭

福祉企画課
0548-23-0070

場所：相良総合センターい～ら
主催：静霊奉賛会牧之原市支部・市遺族会
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日

曜

時間

8

金

09:00～09:15

行事
市長百歳長寿者訪問
概要：百歳を迎える長寿者を市長が訪問し、お

連絡先
高齢者支援課
0548-23-0076

祝いする。
対象者：粟野さなへ（アワノ サナヘ）
明治 40 年 6 月 18 日生まれ
訪問先：牧之原市細江 4167-13（自宅）
09:00～14:00

島田市立湯日小学校との交流（1・2 年）

片浜小学校

概要：海の学校と山の学校の 1・2 年生が様々な 0548-52-0311
活動を通してお互いの「ひと・こと・もの」
について理解を深め、仲良くできることをね
らいとしている。
活動場所：片浜小学校・海岸
09:00～13:00

4、5 才児園外保育
内容：御前崎保育園との交流

菅山保育園
0548-52-3733

場所：御前崎灯台、御前崎保育園、等
対象者：4、5 才児 24 名、職員 4 名
09:30～11:00

交通安全教室

坂部保育園

内容：交通安全の話と歩行訓練・防犯について

0548-29－0208

場所：坂部保育園と周辺道路
対象者：歩行訓練 4、5 才児 63 人
10:00～
1 年と 6 年
2 年と 5 年
12:00～

ジャガイモ掘り

地頭方小学校

概要：末広会の方々に御指導いただいて育ててき 0548-58-0003
たじゃがいもを、ペアで一緒に掘り上げる。
場所：地頭方小学校の農園

3 年と 4 年
13:30～16:30

WAZA チャレンジ

萩間小学校

場所：萩間小学校
参加：6 年 32 名（担任：橋本由美子教諭）
内容：モザイクタイルづくり、左官屋さんによ
る砂絵づくり
備考：優れた技能を持った技能士の指導をうけ
ながら様々なものづくりを体験することで、
技能・技術への関心を高め、その大切さを知
ってもらうことを目的として、静岡県技能士
会連合会の協力、教育委員会との連携により、
県が実施している行事の一つ。
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0548-54-0020

日

曜

時間

9

土

09:00～11:00

行事

連絡先
相良幼稚園

親子で砂遊び

概要：相良海岸にて親子で砂浜遊びを楽しむ（父 0548-52-1165
親参加）
。相良海岸の自然体験を子どもの心に
残し大人になってからの思い出にしたい。ま
た、親になった時相良海岸で遊んでほしいと
願う。（全園児）
内容：年長児は大きな砂山を作ってもらい全員
で砂山のスライダー遊びを楽しむ。
17:00～

地頭方地区講演会

相良公民館

場所：トーク地頭方公民館

0548-52-1021

講師：県環境資源協会事務局長 平井一之さん

トーク地頭方
0548-58-1690

10

日

08:00～10:00

ＰＴＡ親子奉仕作業

相良中学校

内容：相良中学校 PTA 保健環境部が中心となり、 0548-52-1233
１、２年生の保護者、生徒、職員の約 600 人
で、校内外の美化活動を行う。作業内容は、
校庭の除草、学校前通学路の除草、樹木の枝
おろしなどである。環境整備だけでなく、保
護者、生徒、教員が協力して作業をすること
でお互いの心の触れ合いも目的の一つ。
場所：相良中学校敷地内
11

月

08:30～09:25

こころざし講話会
場所：体育館

榛原中学校
0548-22-0025

講師：大石哲司さん（県議会議員、元榛原町長）
概要：年間 4 回計画されている行事。様々な分
野で活躍されている方を招き、お話を聞く。
09:00～

市議会 6 月定例会本会議（一般質問）
会場：相良庁舎議場
（11 日～12 日）
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議会事務局
0548-53-2650

日

曜

時間

11

月

09:30～11:00

行事

連絡先
菅山保育園

交通教室
内容：交通安全について

0548-52-3733

場所：菅山保育園と道路
対象者：4、5 才児 24 人、リーダー他 9 人
13:20～14:45

海岸清掃（全校児童）
目的：環境を大切にし、より良い環境を作るた

片浜小学校
0548-52-0311

めに積極的に活動する態度を身につけると共
に、郷土（片浜）を愛する心を育てる。
活動場所：片浜海岸
14:30～16:30

救命救急講習

川崎小学校

概要：人工呼吸、心臓マッサージ、ADE の使用 0548-22-0027
について、講習を受ける。
会場：川崎小学校第二音楽室
12

火

09:00～

市議会 6 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

（11 日～12 日）
09:00～10:00

フッ素の話と歯科検診
内容：フッ素の話、検診を受ける

静波西保育園
0548-22-0041

場所：ゆり組、職員室
対象者：全園児 54 名
09:00～13:00

あじさい見学

坂部保育園

内容：紫陽花・かりんぽの散策を楽しむ。

0548-29－0208

場所：秋葉山・かりんぽ
対象者：4、5 才児 32 名と職員
10:30～11:50

島袋勉さん講演会

川崎小学校

内容：両足を失いながらも挑戦を続ける島袋さ 0548-22-0027
んのお話をうかがう。ふれあいタイム。
会場：静波体育館
13:50～16:40

青少年健全育成懇談会

相良中学校

概要：ねらいを「地域が誇りにできる心豊かな 0548-52-1233
たくましい相中生の育成をめざして、地域、
家庭、学校が連携を強化する」と「開かれた
学校をめざすために、地域、家庭の要望や願
いを謙虚に受け止め、望ましい教育の在り方
を模索し、今後の方向付けをする」の２つと
し、牧之原市教育委員会事務局、区長、公民
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日

曜

時間

行事

連絡先

館主事、青少年育成委員、民生児童委員など
60 人が参加をして相良中学校生について語
り合っていただく。
特に内容的には、5 時間目の授業を参観し
ていただいた後、
『フォーラム相中』と銘打っ
て相良中学校生の「あいさつ」、
「交通安全」
、
「部活動」などについて、小グループに分か
れ話し合いの場を持つ。
地域の代表者が相良中学校を語っていただ
き、相良中学校の生徒をみんなで守っていた
だこうという主旨の会である。
12

火

14:30～15:20

体験学習発表会

牧之原中学校

概要：各学年の行事（1 年福祉体験、2 年野外活 0548-27-2803
動、3 年修学旅行）の報告会。それぞれの学
年での行事で学んだことをパワーポイント等
で発表する。
13

水

自然教室（5 年生）

～
15

地頭方小学校

概要：4 月から新しい学年・学級になり、一人
金

0548-58-0003

ひとりが上級生になったという自覚と５年生
としてのまとまりを高めることを目的とした
観音山での活動です。
夜間山頂登山、冒険ラリー、沢登り等の活動
を行いながら、意識を高めていきます。
場所：県立観音山少年自然の家（浜松市）

13

水

9:30～12:00

保育参観会

細江保育園

内容：子どもの生活と遊びの様子を見てもらう

0548-22-5263

場所：細江保育園各クラス
対象者：全園児と保護者の 100 人
09:30～11:30

保育参観会

静波保育園

内容：保育園での生活・遊びを見てもらう

0548-22-055

場所：静波保育園 各クラス
対象者：全園児・保護者、86 名
13:15～15:00

テレビ寺子屋（家庭教育学級合同研修会）

社会教育課

場所：相良総合センター「い～ら」
講師：相田一人さん（相田みつを美術館
相田みつをさん長男）
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0548-53-2646
館長、

日

曜

時間

14

木

10:00～11:00

15

金

行事
榛原・秋葉山のあじさい見学
内容：あじさいの色の不思議に感動したり、そ

連絡先
相良幼稚園
0548-52-1165

こにいるカタツムリなどに興味を持ち探した
りする。
美しい物を美しいと感じられる感性や感動
の心を育てたい。
14

木

08:00～08:15

地域の方による読み聞かせ

萩間小学校
0548-54-0020

場所：各教室
参加：地域の読み聞かせのボランティア
内容：ボランティアによる絵本の読み聞かせ
備考：本校は、豊かな心をはぐくむために、今
年度読書量（低学年 80 冊、中学年 40 冊、高
学年 20 冊）と数値目標を掲げて取り組んでい
る。
子どもたちが読書に親しむための取組のひ
とつ。
09:30～11:00

交通教室

静波西保育園

内容：交通の話、歩行指導

0548-22-0041

場所：遊戯室、園周辺の道路
対象者：4、5 歳児 31 名
19:00～20:30

中部電力文化講演会
場所：相良総合センター「い～ら」

社会教育課
0548-53-2646

講師：中畑 清さん
15

金

09:00～

市議会 6 月定例会本会議（一部採決、連合審査会） 議会事務局
会場：相良庁舎議

15:00～16:00

0548-53-2650

交通安全リーダーと父母と語る会

片浜小学校

（6 年生、4・5 年生通学班リーダー）

0548-52-0311

概要：地域における交通安全リーダーの機能を
強化し、事故防止及び地域ぐるみの交通安全
意識を高める。
活動場所：片浜小学校ホール
15:00～16:30

交通安全を語る会

細江小学校

内容：警察署員、交通指導員、婦人交通指導員、 0548-22-0024
PTA 役員などと、6 年生児童が、日ごろの交通
安全について話し合う。
今後の交通規範意識の向上に活かす。
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日

曜

16

土

時間
8:15～16:30

行事

連絡先
相良公民館

萩間ふるさと教室

0548-52-1021

場所：萩間公民館
講師：株式会社ハセガワ
17

日

09:30～11:30

山本正義さん

三歳児を持つ親の学級
場所：相良公民館

相良公民館
0548-52-1021

講師：赤澤優子さん
18:15～

牧之原市体育協会 体育施設清掃奉仕活動
会場：ぐりんぱる、相良総合グラウンド等

18

月

10:30～15:00

着衣泳教室

体育協会事務局
0548-52-4600
細江小学校

内容：海上保安署職員による、衣服を着た場合

0548-22-0024

の泳ぎについて実際に泳いでみることで大変
危険性が伴うことを実感するとともに、いざ
というときの自己の対応に役立てる。
19

火

26

火

14:00～15:30

講座制クラブ(4～6 年)
場所：相良小学校、萩間川、B＆G 等

相良小学校
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」等講師を招いて講座を開設し、ク
ラブ活動を行う。
19

火

08:30～12:00

着衣泳指導 3 年 4 年

川崎小学校

概要：海上保安庁、消防庁、水難救済会の方の 0548-22-0027
指導で、着衣水泳体験を行う。
会場：川崎小学校プール
08:45～11:00

交通安全教室

静波保育園

内容：交通のルールや道路の歩き方等について

0548-22-055

場所：保育園遊戯室及び園周辺道路
対象者：4、5 歳児 38 名
09:15～13:30

秋葉山へあじさい見学
内容：季節の花やカタツムリなどの小動物を見

地頭方幼稚園
0548-58-0501

たり触れたりして楽しむ。
場所：榛原秋葉山
参加：年長児 24 名
13:50～14:35

クリーン作戦

川崎小学校

概要：ペア学年で、お世話になっている教室な 0548-22-0027
どの掃除を行う。
会場：川崎小学校
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日

曜

19

火

時間
18:30～

行事
牧之原市スポーツ少年団総会
会場：スウィングビーチ

連絡先
スポーツ少年団事
務局
0548-52-4600

20

水

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
21

木

06:30～18:00

東京ウォッチング(6 年)
ねらい：首都東京を知るとともに相良のよさを
東京の人たちに伝えてくる。また、日本の一

0548-53-2650
相良小学校
0548-52-1433

流の文化に触れる。
内容：
・ 国会議事堂の見学。
「ライオンキング」鑑
賞。東京タワーで、相良の塩や茶のすばらし
さを伝える。
08:45～09:15

行事名：フッ素洗口保護者説明会
内容：園医、保健師から保護者へのフッ素洗口

静波保育園
0548-22-055

の話
場所：静波保育園
対象者：4 才児保護者
人員：17 名
08:45～15:35

校内定着度調査

榛原中学校

概要：1 年生にとっては、初めての定着度調査

0548-22-0025

となる。国語、社会、数学、理科、英語、保
健体育の 6 教科の調査を行う。
09:30～

交通安全教室

萩間保育園

内容：交通安全について

0548-54-1230

場所：萩間保育園と周辺道路
対象者：4、5 才児 33 名
10:30～12:05

児童集会

勝間田小学校

参加者：166 名（全校児童）

0548-28-0013

内容：縦割り班による全校レクリエーション活
動。子どもたちで企画・運営する児童集会。
今後、代表委員会で内容を決定する。
終日

社会科見学（修学旅行）
場所：国会議事堂、東京タワー、劇団四季
参加：6 年 32 人
内容：本校の修学旅行は、厳寒期に長野県立科
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萩間小学校
0548-54-0020

日

曜

時間

行事

連絡先

白樺高原でクロスカントリースキーを行うな
ど、いわゆる体験型で今年度で 5 年目。そこ
で、国会議事堂等の見学は、社会科見学とし
て１日を費やして行っている。劇団四季劇場
では「ライオンキング」を鑑賞する。
22

金

09:00～

市議会 6 月定例会本会議（最終日：審議、採決）
会場：相良庁舎議場

09:15～11:30

少数参加会・八千代公園遠足
内容：年少児の保護者が少人数グループで一日

議会事務局
0548-53-2650
地頭方幼稚園
0548-58-0501

保育に体験参加し、自然に触れる。
場所：浜岡八千代公園
参加：年少中児 33 名と保護者
09:30～14:00

島田市立伊久美小学校との交流（3 年）

片浜小学校

概要：1・2 年生の湯日小学校との交流を生かし、 0548-52-0311
3 年生の総合的な学習の時間の『地域・交流・
環境』をテーマとしての学習の一環とする。
活動場所：片浜小学校・海岸
10:00～11:00

交通教室

勝間田保育園

内容：交通のルールや道路の歩き方等について

0548-28-0329

場所：保育園遊戯室及び園周辺道路
対象者：3、4、5 才児の 49 人
10:00～11:00

水路でザリガニ釣り
場所：白羽地内、対象者：5 才児 30 人

11:00～

テーブルマナー講座

牧之原保育園
0548-27-2223
地頭方小学校

概要：日本の食事はお箸を使うことが多いので 0548-58-0003
すが、これからの国際化時代に対応する食事
のマナーを学び、国際的な意識を持つきっか
け作りの一つとして実施する。
会場：地頭方小学校多目的ホール
13:45～14:30

縦割り長縄チャレンジ
参加者：全校児童 115 人
内容：縦割りグループで行う長縄大会。
「8 の字
跳び」の回数で競う。5 月 18 日に第 1 回を行
い、その記録を更新することも各グループの
目標となる。
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坂部小学校
0548-29-0200

日

曜

23

土

時間
8:15～16:30

行事

連絡先
相良公民館

相良ふるさと教室

0548-52-1021

場所：相良公民館
講師：株式会社ハセガワ
10:00～11:00

山本正義さん
社会教育課

相良おはなし会
場所：相良保健センター2 階

0548-53-2646

内容：絵本の読み聞かせ、工作
24

日

08:00～12:30

トイレ清掃体験活動（有志)
場所：相良小学校

相良小学校
0548-52-1433

趣旨：
「掃除に学ぶ会」の方々の御指導をいただ
きながら、トイレ清掃に素手、素足(長靴可）
で、ひたむきに取り組んでみる。そして、感
じ、学ぶ。
参加形態：有志（親子で参加、保護者のみ参加、
子どものみ参加、いずれも自由）
25

月

～
7/1

16:30～
開校式

日

原っ子チャレンジ学校（通学合宿）
（6 泊 7 日）
目的：異年齢の集団生活を通して、よりよい人

牧之原小学校
0548-27-2314

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：開閉校式、座禅、カレー作り、山登
り、奉仕活動など
場所：牧之原農村婦人の家
参加人員：3～6 年児童 33 人

25

月

09:00～11:00

交通安全教室

牧之原保育園

内容：交通安全の話と歩行訓練

0548-27-2223

場所：牧之原保育園と周辺道路
対象者：4、5 才児 61 人
09:15～

着衣泳

地頭方小学校

概要：夏の水難事故防止の意識を高めることを 0548-58-0003
目的として、海上保安庁の協力を得て着衣泳
の体験する。
服を着たまま水に入り、水の中での体の動
かしにくさを体験するとともにどのようにす
れば水の中での対応ができるかを学ぶ。
対象：3 年～6 年
場所：地頭方小学校プール
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日

曜

時間

25

月

13:15～14:20

行事
家庭教育学級開講式
場所：萩間小学校

連絡先
萩間小学校
0548-54-0020

参加：1 年児童（27 人）、保護者
内容：講話「歯の磨き方」
講師：歯科衛生士 矢部智子先生
26

火

13:10～13:30

国際理解の集い

細江小学校

内容：6 年生児童が自分の興味を持った外国に

0548-22-0024

ついて調べたことを発表したり、全校で楽し
く外国の挨拶を交えた踊りを踊ったりする。
14:00～

吉田町牧之原市広域施設組合議会
会場：清掃センター4 階大会議室

14:15～15:45

クラブ活動

議会事務局
0548-53-2650
坂部小学校

場所：各教室

0548-29-0200

参加者：全校児童 115 人
内容：「料理」
「グランドゴルフ」「華道・茶道」
「昔の遊び」
「理科実験・自然観察」の 5 つの
クラブ活動を行う。
それぞれの活動に地域の先生をお招きして
指導していただく。
実質的な活動の第 1 回目。
15:15～

交通安全リーダーと語る会

地頭方小学校

概要：日頃の登下校の仕方を振り返りながら、 0548-58-0003
地域の危険な場所や改善してほしいことなど
を子どもたちの視点から検証し、安全・安心
に対する意識を高める。
対象：6 年生を中心とした登校班リーダー、父
母代表、安全指導員他
会場：地頭方小学校多目的ホール
16:05～16:40

お茶会

牧之原中学校

概要：5 月に摘んだお茶を全校生徒がランチル

0548-27-2803

ームでお茶菓子と一緒に味わい、勤労・生産
の喜びを体験する。
27

水

09:30～

プール開き

菅山保育園

内容：約束を守り楽しく遊ぶ。
場所：菅山保育園
対象者：3～5 才児 43 名
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0548-52-3733

日

曜

時間

行事

連絡先

28

木

09:00～14:30

ディスカバリーパーク遠足（プラネタリウム見学

地頭方幼稚園

など）

0548-58-0501

場所：焼津ディスカバリーパーク
参加：年長児 24 名
09:30～11:00

牧之原保育園

プール開き
内容：プールの約束を知り楽しく遊ぶ

0548-27-2223

場所：牧之原保育園
対象者：全園児 94 名
09:30～

プール開き

萩間保育園

内容：プールの約束を知り楽しく遊ぶ

0548-54-1230

場所：萩間保育園
対象者：全園児 56 名
10:00～

相寿園管理組合議会
会場：相寿園

15:15～16:30

議会事務局
0548-53-2650

学校保健委員会

川崎小学校

内容：健康と安全を意識した生活について保健

0548-22-0027

委員会と安全委員会の子ども達が提案する。
学校医と保護者、学校職員、子どもたちで
の話し合い。
会場：川崎小学校第一音楽室
29

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。読書に親しむ活動のひとつ。
09:25～10:15

祖父母ふれあい遊び
目的：昔の遊びなどを祖父母の方に教えてもら
ったり一緒に体験したりすることで、心のふ
れあいを図る。
内容：あやとり、お手玉、おはじき、けん玉、
こま回しなど
場所：牧之原小学校 体育館
参加人員：1～3 年児童 81 人
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牧之原小学校
0548-27-2314

日

曜

時間

29

金

09:30～11:30

行事

連絡先
相良公民館

万年青大学 合同開講式

0548-52-1021

場所：相良公民館
講師：中塚博文さん（県人づくり推進員）
13:45～14:30
15:15～16:20

交通教室（交通安全リーダーと父母と交通安全を

坂部小学校

語る会）

0548-29-0200

心肺蘇生法講習会

萩間小学校

場所：本校多目的教室

0548-54-0020

参加：本校職員、ＰＴＡ
講師：消防署員
内容：救急救命法の講話と実技、救急時の救急
法（心肺蘇生法）を知る。
プールでの水難事故防止の意識を高める。
30

土

08:15～12:00

榛原ふるさと教室

榛原文化センター

場所：榛原文化センター
講師：株式会社ハセガワ
08:30～10:30

0548-23-0002
山本正義さん

お父さんと竹馬づくり
内容：園で遊ぶ竹馬を作る

牧之原保育園
0548-27-2223

場所：牧之原保育園
対象者：5 才児と保護者
09:30～

7/1

日

09:30～

静波・鹿島海水浴場海開き

商工観光課

主催：牧之原市観光協会

0548-53-2623

会場：静波海岸

牧之原市観光協会

内容：神事他

0548-22-5600

さがらサンビーチ海開き

商工観光課

主催：牧之原市観光協会

0548-53-2623

会場：さがらサンビーチ

牧之原市観光協会

内容：神事、水難救助合同訓練（相良サーフラ

0548-22-5600

イフセービングクラブ、海上保安署、消防署
による合同訓練）ほか
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