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 牧之原市 広報素材（４月の行事予定一覧） 情報発信課 0548-23-0044 

 

日時 行事 連絡先 

3/31（土）11:00～21:00

～4/1（日）10:00～19:00 

勝間田川の桜まつり 

概要：勝間田川下流の両岸に植えられた約

1,500 本の桜が堤防沿いにトンネルをつくり

ます。開花期間中は提灯が灯される。 

主催：橋向どんぐり会 

内容：はいばら太鼓演奏（31日 18 時～）、カラ

オケ他演芸、おつまみ、飲物等販売・金魚す

くい、綿菓子など。 

どんぐり会事務

局（瀧井） 

090-8134-7197 

商工観光課 

0548-53-2624 

上旬 FBC 春花壇審査 萩間小学校 

0548-54-0020 

4 月上旬～4月中旬 勝間田公園のみやまつつじ 

概要：勝間田公園山頂付近に群生する約 10,000

株のミヤマツツジが見ごろを迎え、赤紫色の

花が次々と咲き乱れます。 

商工観光課 

0548-53-2624 

4/9（月）09:00～16:00 

～5/8（火） 

一般競争入札による市有地売払い売払い申し込み

受付開始     詳細は記者会見資料を参照 

入札：5月 15 日（火）10:00 

財政課管財係 

0548-23-0054 

4 月下旬～5月上旬 東光寺の長藤 

概要：20メートル四方の藤棚に、1メートルも

の花房が甘い香りとともに垂れ下がります。 

商工観光課 

0548-53-2624 

4/29（日）10:00～  

第 1レーススタート 

※ 雨天の場合 5/6（日） 

第 32 回相良草競馬大会 

主催：牧之原市観光協会 

内容：日本で唯一砂浜で行われる草競馬大会。

他に、水産祭・遊覧船・ヘリコプター遊覧・

人間草競馬・写真コンテストなど。 

その他：当日のボランティアスタッフを募集中

（申込は牧之原市観光協会へ） 

牧之原市観光協

会 

0548-52-3130 

5/4（金）10:00～ 

5/5（土）10:00～ 

牧之原市相良凧上げ大会 

主催：牧之原市観光協会 

内容：さがらサンビーチにて初節句の祝い凧や

赤白わかれての凧合戦が見応え十分。 

牧之原市観光協

会 

0548-52-3130 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

1 日 08:30～ 早出し新茶 お茶づくり体験 

内容：新茶手摘み、手揉体験、新茶試飲・新茶

料理試食 

場所：ＪＡハイナン茶ぐりん牧之原 

参加人員：約 70人 

お茶振興課 

0548-53-2621 

ティーファーム

牧之原（山崎） 

090-4086-4836 

  13:00～14:00 平成 19 年度牧之原市消防団辞令交付式 

場所：静波グラウンド（雨天の場合：静波体育

館） 

参加人員：300 名程度（牧之原市消防団・新入

団員、班長以上） 

防災局 

0548-23-0057 

3 火 09:00～10:00 仮称「萩間救急駐在所開設式」 詳細は記者会見

資料を参照 

場所：牧之原市東萩間（萩間南駐在所） 

防災局 

0548-23-0012 

5 木 13:00～ 入学式 榛原中学校 

0548-22-0025 

  13:30～14:20 入学式 

目的：入学の喜びに浸らせると共に「喜びを持

って生きぬく原っ子」になるための心構えを

持たせる。 

内容：入学児童の歌、2 年生による歓迎の言葉

等 

場所：体育館 

参加人員：1、2、6年児童 72人 

牧之原小学校 

0548-27-2314 

  14:00～17:00 第 2回牧之原市認定農業者協議会総会 

場所：相良公民館 

参加人員：約 50名 

その他：議事終了後（株）経営総合 代表取締

役 中村英勝氏による講演。 

農林水産課 

0548-53-2619 

6 金 09:00～11:30 入学式 相良中学校 

0548-52-1233 

  09:30～11:00 入学式 

場所：体育館 

牧之原中学校 

0548-27-2803 

  13:25～15:15 入学式 

場所：坂部小学校体育館 

参加者：全校児童・職員・新入生保護者・来賓 

坂部小学校 

0548-29-0200 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

6 金 13:30～ 入学式 

場所：体育館 

川崎小学校 

0548-22-0027 

  13:30～14:15 入学式 

ねらい：新入生には、入学の喜びと、小学生と

しての自覚・希望を持たせる。また、在校生

には、新入生を温かく迎え、新入生との連帯

感を持たせる。 

萩間小学校 

0548-54-0020 

7 日 調整中 手揉保存会献茶式 

内容：手揉流派・相良流の開祖今村茂平氏の功

績を称え、6日にハウスで手摘み・手揉した新

茶を献茶する。 

場所：平田寺 

参加人員：約 70人 

お茶振興課 

0548-53-2621 

牧之原市茶手揉

保存会 

0548-54-0009 

（紅林） 

8 日  勝間田公園つつじまつり 

主催：勝間田区 

場所：勝間田公園 

勝間田区 

0548-28-0201 

9 月 08:00～08:20 リーダーワッペン授与式 

概要：集団登校のリーダーとなる児童に、交通

安全指導員の方からリーダーワッペンをいた

だく。 

会場：運動場 

その他：15:30 から交通指導員が新入生に昇降

口で安全グッズを配る。 

川崎小学校 

0548-22-0027 

  13:00～ 1 年生の下校指導 

内容：地区ごと、1 年生を安全に下校できるよ

うにする。 

萩間小学校 

0548-54-0020 

10 火 09:00～12:00 保護者会総会及び講演会と試食会 

内容：絵本の村上淳子先生の講演後、各クラス

で給食の試食会 

場所：菅山農就センター 

対象者：保護者  

人員：保護者 50名、職員 2名 

菅山保育園 

0548-52-3733 

  09:30～11:00 入園式 相良幼稚園 

0548-52-1165 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

10 火 09:30～ 入園式 

概要：入園児 16名を迎える歌を年長児が歌う。 

場所：地頭方幼稚園 

参加者：年長児、新入園児とその保護者、地区

来賓 

地頭方幼稚園 

0548-58-0501 

11 水 10:00～13:00 みやまつつじ見学 

内容：お弁当を持って春の身近な自然に触れて

遊ぶ。 

場所：勝間田公園 

対象者：4・5才児 

人員：園児 34人、職員 4人 

勝間田保育園 

0548-28-0329 

  13:00～14:00 １年下校指導 

場所：相良小学校ピロティー、通学路 

内容：牧之原警察署交通指導員の話を聞く。児

童と通学路を下校しながら、交差点の渡り方

等の指導する。 

相良小学校 

0548-52-1433 

  13:30～ 牧之原市女性団体連絡協議会の設立総会 

会場：さざんか 

参加人員：会員代表約 30名 

榛原文化センター 

0548-23-0002 

13 金 09:30～ よもぎ団子作り 

内容：摘んできたよもぎを使って団子を作り、

餡ころにして全園児が食べる。 

場所：地頭方幼稚園 

参加者：5歳児 

地頭方幼稚園 

0548-58-0501 

  11:30～12:15 みやま集会 

概要：6 日（金）に行われたみやまつつじ祭り

後の清掃活動を全校で行う。 

昨年度までは、みやまつつじ祭り前に行って

いたが、本年度は、みやまつつじ祭りの開催

が早いため、祭り後の奉仕作業として行う。 

日程： 

 11:30～11:40 始めの会 

 11:40～12:15 奉仕活動 

 12:15～    昼食・休憩 

場所：勝間田公園 ゆうゆうらんど 

勝間田小学校 

0548-28-0013 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

13 金 13:50～ 避難訓練 相良中学校 

0548-52-1233 

  14:40 頃 フッ素洗口 

内容：毎週金曜日、帰りの会の中でフッ素洗口

を行う。 

萩間小学校 

0548-54-0020 

16 月 19:00～20:30 まちづくり基本条例を考える会（第 2回） 

場所：総合健康福祉センターさざんか 2階 

参加人数:考える会委員 61人 

内容：(1)まちづくり基本条例についてミニ講演 

(2)まちづくり基本条例の役割、基本的内容に

ついて（講義） 

(3)講義を聴いての質問事項や更に学習して

みたいことなど 

秘書政策課 

0548-23-0052 

17 火 08:00～ JRC 入団式 

内容：1 年生が JRC の一員となります。今年の

活動を協力して進めていこうという決意を新

たにする。 

場所：体育館 

参加：全校児童 

片浜小学校 

0548-52-0311 

  09:00～ 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 

  09:05～10:20 交通教室（歩行） 

目的：登校班での安全な歩行及び正しい横断歩

道の渡り方を覚えることによって、交通安全

に対する意識を高め、日常生活に生かすこと

ができるようにする。 

内容：登校班ごと実際に道路を歩いて、安全な

歩行の仕方を覚える。 

場所：牧之原小学校 周辺道路 

参加人員：全校年児童 172 人 

牧之原小学校 

0548-27-2314 

  09:30～12:30 保護者会総会及び親子で体操 

内容：保護者会総会の後講師飯田英子先生を招

いて親子体操の指導、給食試食会 

場所：トーク地頭方 

対象者：全園児と保護者、職員 

人員：園児 71名、保護者 65名、職員 10名 

地頭方保育園 

0548-58-0001 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

17 火 09:30～13:00 みやまつつじ見学 

内容：お弁当を持って春の自然にふれて遊ぶ(マ

イクロバス使用) 

場所：勝間田公園・ゆうゆうランド 

対象者：4、5歳児 

人員：園児 32名、職員 4人 

坂部保育園 

0548-29-0208 

17 

～ 

18 

水 

 

木 

09:30～11:00 蓮華（レンゲ）摘み 

対象：4歳、5歳児 

その他：ロータリークラブの方達のご好意で実

施。場所未定。 

相良幼稚園 

0548-52-1165 

18 火 09:30～13:00 みやまつつじ見学 

内容：お弁当を持って春の自然にふれて遊ぶ(マ

イクロバス使用) 

場所：勝間田公園・ゆうゆうランド 

対象者：4、5歳児 

静波保育園 

0548-22-0155 

静波西保育園 

0548-22-0041 

  10:05～10:15 避難訓練 

目的：地震発生後の教室からの避難経路を覚え、

安全に落ち着いて避難行動をとることができ

るようにする。 

萩間小学校 

0548-54-0020 

  10:30～11:15 小中合同避難訓練 

概要：牧之原小学校、牧之原中学校が隣接して

いるため、緊急時には同時に避難する必要が

ある。そのため、合同での避難訓練を実施す

る。 

場所：牧之原小学校 

参加児童：牧之原小学校児童172 人 

牧之原小学校 

0548-27-2314 

牧之原中学校 

0548-27-2803 

19 木 09:15～12:00 交通教室 

内容： 

 (1)道路の安全な歩き方（1年） 

 (2)自転車の正しい乗り方（3年） 

 (3)交通安全リーダーとしての心構え（6年） 

萩間小学校 

0548-54-0020 

  09:20～10:05 避難訓練 

概要：第一回目の避難訓練において、避難経路

の確認、避難の仕方を学ぶ。 

会場：川崎小学校、静波グラウンド 

川崎小学校 

0548-22-0027 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

19 木 10:00～11:00 行事名：たけのこ掘り 

内容：地域の方のご厚意でたけのこを掘らせて

いただく。 

場所：萩間（戸塚卯太郎様の山） 

対象者：5歳児 

人員：園児 23名、職員 3名 

 ※ 天候によって、24日（火）に変更 

大沢保育園 

0548-52-3141 

  10:05～11:10 １年生を迎える会 

概要：１年生が喜んでくれるような内容を考え

みんなで力を合わせて実行する。 

この行事を機会に、学校中を優しい気持ちで

いっぱいにする。 

 ・各学年の出し物 

 ・１年生へのプレゼント 

場所：牧之原小学校 

参加児童：全校児童 172 人 

牧之原小学校 

0548-27-2314 

20 金 09:00～12:00 行事名：竹の子祭り 

内容：筍掘りをし、茹でてお祭りをする。 

場所：菅山保育園 

対象者：全園児と保護者役員数名 

人員：園児 58名、役員 4人 

菅山保育園 

0548-52-3733 

  09:15～12:00 交通安全教室 

場所：地頭方小学校 

内容：自分の身は自分で守る、という視点から

全校児童対象のトラックによる巻き込み実験

を見る。歩行の仕方を1･2年生、自転車の操作

の仕方を3年生が学ぶ。 

地頭方小学校 

0548-58-0003 

23 月 9:30～ 相良地区おはなし会準備会（研修会） 

概要：平成 19年度おはなし会ボランティアの方

の顔合わせを兼ねた研修会。 

講師：池上理恵氏（静岡自然を学ぶ会代表） 

演題：「子どもと本の世界をつなぐ」 

主催：相良図書館 

相良図書館 

0548-53-2649 

社会教育課 

0548-53-2646 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

24 火 09:15～11:15 交通安全教室 

 第 2時 09:15～10:00 

   対象：1・2年生 歩行指導 

   場所：勝間上路上 

第 3時 10：30～11：15 

   対象：3・4年生 自転車指導 

   場所：3年生 運動場、4年生 勝間上路上 

勝間田小学校 

0548-28-0013 

25 水 09:20～10:20 １年生を迎える会 

場所：体育館 

内容：新１年生を児童会の仲間として迎える会。

2～6 年生がゲームや学校の紹介等をしながら

1年生を温かく迎える。 

相良小学校 

0548-52-1433 

  09:50～11:05 １年生を迎える会 

ねらい：各学年からの学校紹介やゲームなどを

通して、学校全体で新入生を温かく迎える。 

主な内容：各学年からの学校紹介では、本校の

特色であるソーランや縄跳び、花いっぱいの

活動などを行う。 

萩間小学校 

0548-54-0020 

  10:30～11:15 1 年生をむかえる会 

場所：坂部小学校体育館 

参加者：全校児童 

坂部小学校 

0548-29-0200 

  13:30～ 御前崎市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 

26 木  9:15～10:00 一年生おめでとうの会 

場所：地頭方小体育館 

概要：一年生に対して、上級生が学校生活を紹

介し、喜びを伝えると共に安心して楽しい学

校生活を送ることができるようにする会。 

地頭方小学校 

0548-58-0003 

  09:30～ 平成 19年度牧之原市文化協会総会 

会場：榛原文化センター 

参加人員：会員代表約 50名 

榛原文化センター 

0548-23-0002 

  10:05～12:00 演劇鑑賞 たんぽぽ劇団「100 万回生きたねこ」 

ねらい：優れた芸術に接し、豊かな情操を育て

るとともに、本物の演技を間近で見ることに

より、話し方や演技の仕方などの表現を学び、

萩間伝説劇場に生かす。 

萩間小学校 

0548-54-0020 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

26 木 10:10～11:15 1 年生を迎える会 

概要：全校児童で、1 年生を温かく迎えます。

計画詳細未定。 

勝間田小学校 

0548-28-0013 

27 金 08:30～14:30 がんばり遠足 

目的：身近な地域を探訪することを通して、地

域の良さを発見し、地域を大切にしようとす

る心を育てる。 

内容： 

・低学年 和田公園 

・中学年 子生まれ石 

・高学年 油田の里公園 

参加児童：全校児童 172 人 

牧之原小学校 

0548-27-2314 

  09:30～ 防犯教室 

内容：不審者に遭遇したときの対処等を警察署

員さんから学ぶ。 

場所：体育館 

参加：全校児童 

片浜小学校 

0548-52-0311 

  10:30～13:00 １年授業参観、給食会、引き渡し訓練 

概要：授業参観後、子どもと一緒に給食を食べ

る。その後、親子で下校する。 

場所：1年生教室 

川崎小学校 

0548-22-0027 

  10:30～11:30 劇団「たんぽぽ」観劇会「100 万回生きたねこ」 

対象：全校児童、保護者若干（希望者） 

勝間田小学校 

0548-28-0013 

  13:30～15:00 演劇教室 

概要：劇団たんぽぽによる演劇『宝探しは二人

で』を鑑賞する。 

 やまばと作業所で働く障害者の方を招待

し、一緒に観劇をする。 

場所：坂部小学校体育館 

参加者：全校児童・職員・希望保護者・やまば

と作業所の方 

坂部小学校 

0548-29-0200 

  13:50～14:35 志を育てる講話 

概要：パイロットの方のお話を聞き、自分の夢

や目標に向かってがんばる気持ちを育てる。 

会場：静波体育館 

川崎小学校 

0548-22-0027 



- 10 - 

日 曜 時間 行事 連絡先 

28 土 10:00～ 榛原図書館おはなし会 

概要：4月 23 日の子ども読書の日にちなんでお

はなし会を開催する。 

内容：絵本の読み聞かせ、作品づくり（未定） 

主催：榛原図書館 

榛原図書館 

0548-23-0094 

社会教育課 

0548-53-2646 

 


