
- 1 - 

 牧之原市 広報素材（３月の行事予定一覧）  情報発信課 0548-23-0044 

 

日時 行事 連絡先 

3/下旬～4/上旬 勝間田川堤の桜 

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。 

その他：3 月 31 日・4 月 1 日、桜まつり開催予

定（橋向どんぐり会主催） 

商工観光課 

0548-53-2624 

 

日 曜 時間 行事 連絡先 

上

旬 

 （日時未定） 

3時間程度 

全てが自分たちで作った食材で、おいしい朝食を

作ろう（総合学習） 

対象：6年生 27名 

場所：萩間小学校家庭科室 

目標：2 年間の農業体験活動で栽培してきた、

米、味噌、梅干し、塩、野菜などを食材にし

て、おいしい朝食を作ることを通して、無農

薬栽培のよさを確かめ、仲間で挑戦・協力し

てきたこれまでのあゆみの豊かさと、支援し

てくださった学校支援委員の方々への感謝の

気持ちを味わうことができる。 

 作った食事は、これまでの苦労や喜びを味

わうためにも、学校支援委員の大石さんに来

ていただいて、共に食事をとるようにする。 

 これまでの活動は、県下の優れた総合学習

を行っている子どもたちが発表する「学ぶ楽

しさ発見記（県教委主催）」において、最高賞

である県教育長賞を授与されたものであり、

今活動は、この学習のまとめに当たるもの。 

 本校が来年度から実施する通学合宿を視野

に入れて、本校での宿泊も考えている。 

萩間小学校 

0548-54-0020 

1 木 09:00～15:00 思い出遠足 

内容：芝滑り、他交流を深める 

場所：袋井市愛野公園 

対象者：4,5 才児園児 27名、職員 5名 

菅山保育園 

0548-52-3733 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

1 木 10:00～13:00 2007 年新茶を楽しむ会 

概要：茶摘み、製茶、試飲、新芽を食する（茶

料理）が行われる。 

会場：グリンピア牧之原 

グリンピア牧之

原 

0548-27-2988 

  10:15～10:45 清風園訪問 

内容：清風園のひな祭り会に参加する 

場所：清風園 

対象者：3才児 16名とお年寄り、職員 2名 

萩間保育園 

0548-54-1230 

2 金 09:00～ 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 

  09:00～15:00 年長春風遠足 

内容：保育園最後の思い出遠足 

場所：三保文化ランド 

対象者：年長児 19名、職員 2名 

萩間保育園 

0548-54-1230 

 

  09:00～15:00 思い出遠足 

内容：園生活の最後の思い出 

場所：浜松広報館 

対象者：5歳児児 18人、職員 3人 

牧之原保育園 

0548-27-2223 

 

  09:15～11:00 6年生ありがとうの会 

場所：地頭方小学校 

内容：地頭方小学校の機関車としてこの1年間下

級生を引っ張ってきた6年生に対して、お礼の

会を全校児童が開く。 

地頭方小学校 

0548-58-0003 

  09:25～10:25 6 年生を送る会 

内容：お世話になった６年生に感謝の気持ちを

表す会 

場所：相良小学校体育館 

相良小学校 

0548-52-1433 

  09:30～11:30 ひなまつりおわかれ会会食実施（静波保育園、坂

部保育園） 

内容：年長児の卒園、入学のお祝い 

場所：各保育園遊戯室 

対象者：全園児 

静波保育園 

0548-22-0155 

坂部保育園 

0548-29-0208 

  10:00～ 6 年生を送る会 

内容：お世話になった６年生に感謝の気持ちを

表すために、学年ごと趣向を凝らしたお礼を

する。 

片浜小学校 

0548-52-0311 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

2 金 10:05～11:15 6 年生を送る会 

内容：６年生への感謝の気持ちを表す会。各学

年が感謝の気持ちを表す出しものを行う。 

 全校合唱 

場所：牧之原小学校体育館 

参加人員：全校児童 188 人 

牧之原小学校 

0548-27-2314 

  10:20～14:30 六年生を送る会・縦割り遠足 

内容：今までお世話になった６年生に感謝の気

持ちを表す会を行う。 

 会終了後、縦割りグループで遠足を行う。 

 目的地では、６年生が中心になって最後の

活動（遊び）を行う。活動終了後、５年生が

中心となってお礼の言葉を述べ、リーダーを

引き継ぐ。 

会場：川崎小体育館、秋葉山・龍眼山・かりん

ぽの里等 

川崎小学校 

0548-22-0027 

3 土 10:00～11:30 榛原図書館おはなし会「ひなまつりおはなし会」 

場所：榛原文化センター2階和室 

内容：絵本の読み聞かせ、大型紙芝居 

「あかピーときいピー」勝小児童（作・上演）、

雛人形づくり 

主催 榛原図書館 

榛原図書館 

0548-23-0094 

社会教育課 

0548-53-2646 

  18:30～21:00 牧之原市区公民館活動発表研修会 

内容： 

 (1)区公民館活動実践事例発表 

   片浜区公民館 

   白井区公民館 

 (2)講演「いじめ・虐待から観る、家庭と地域」 

   講師：人づくり推進員 中塚博文先生 

会場：牧之原市相良公民館 

主催：区公民館主事連絡会、相良公民館 

相良公民館 

0548-52-1021 

4 日 09:00～ 牧之原市長杯ソフトバレーボール大会 

会場：B＆G海洋センター 

体育協会事務局 

0548-52-4600 
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4 日 13:30～16:00 

 

市総合計画推進フォーラム（テーマ：みんなで子

育てを応援しよう） 

場所：総合健康福祉センターさざんか 2階 

参加人数:市民等概ね 80名 

主催：牧之原市総合計画審議会・牧之原市（秘

書政策課・子育て支援課・社会教育課）・フォ

ーラムまきのはら 

内容：(1)総合計画って何だろう（音声スライド） 

(2)子育てグループの活動発表 

(3)講演「みんなで子育てを応援しよう」常葉

学園短期大学学長 山本伸晴 氏 

(4)リレートーク・意見交換他 

秘書政策課 

0548-23-0052 

5 月 09:00～ ALT 

内容：ケリー先生と一緒に英語を使って遊ぶ。 

場所：地頭方幼稚園 

参加者：４、５歳児 

地頭方幼稚園 

0548-58-0501 

  09:00～ 市議会 2 月定例会 本会議（補正予算審議採決、

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 

  10:00～12:00 おはなし会反省会（相良地区） 

概要：相良図書館で年度当初に学校・学年単位

で保護者にボランティア募集をし、読み聞か

せ活動を行ってきてくれた方たちの反省会。 

会場：市役所相良庁舎３階第 1･2 会議室 

内容：各グループの反省発表、新作発表 大型紙

芝居「ジローとぼく」 

主催：相良図書館 

相良図書館 

0548-53-2649 

社会教育課 

0548-53-2646 

  13:40～ 授業参観・懇談会 

内容：今年度、最後の授業参観・懇談会 

片浜小学校 

0548-52-0311 

  15:00～17:00 小中連携型基礎学力定着プロジェクト協議会 

概要：榛原中学校区小中学校教員の代表者が集

まり、２年間の文部科学省指定研究のまとめ

と、その研究成果を踏まえた次年度以降の取

組について協議を行う。中部教育事務所生涯

学習担当参事兼学校教育課長も参加予定。 

場所：榛原中学校 

学校教育課 

0548-53-2645 
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6 火 08:00～ JRC 退団式 

概要：6 年間、所属してきた 6 年生が、この日

をもって退団。JRC 誓いの言葉を唱和する。 

片浜小学校 

0548-52-0311 

  10:00～11:00 お別れ会 

内容：年長児の卒園と入学祝い 

場所：遊戯室 

対象者：全園児 57名 

静波西保育園 

0548-22-0041 

7 

 

水 

 

09:00～ 市議会 2月定例会 委員会（19年度予算審議） 

会場：相良庁舎議場 

議会事務局 

0548-53-2650 

  10:00～11:30 おわかれ会会食実施 

内容：年長児の卒園、入学のお祝い 

場所：保育園遊戯室 

対象者：全園児 70名、職員 13名 

勝間田保育園 

0548-28-0329 

  14:00～ 家庭教育学級反省会（相良地区） 

内容：18年度の家庭教育学級運営の反省会 

会場：相良公民館 

社会教育課 

0548-53-2646 

8 木 09:00～ 市議会2月定例会 委員会（平成19年度予算審議） 

会場：相良庁舎議場 

議会事務局 

0548-53-2650 

  09:00～13:30 思い出遠足 

内容：園生活の最後の思い出 

場所：袋井市愛野公園 

対象者：4．5歳児 32人、職員 4人 

地頭方保育園 

0548-58-0001 

  09:30～11:00 おめでとう会 

内容：年長さんの卒園をみんなでお祝いする。 

場所：保育園ホ-ル 

対象者：全園児 92名 

牧之原保育園 

0548-27-2223 

9 金 08:45～15:00 思い出遠足 

内容：保育園最後の思い出遠足 

場所：日本平動物園 

対象者：5才児 18名、職員 5名 

大沢保育園 

0548-52-3141 

  09:00～ 市議会2月定例会 委員会（平成19年度予算審議） 

会場：相良庁舎議場 

議会事務局 

0548-53-2650 

  09:30～11:00 お誕生日会 

内容：春風タンポポさんの腹話術 

場所：保育園ホ-ル 

対象者：全園児 65名、職員 9名 

萩間保育園 

0548-54-1230 
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9 金 10:00～11:00 お別れ会 

内容：年長児へのありがとうと卒園のお祝い 

場所：遊戯室 

対象者：全園児 88名と職員 15名 

細江保育園 

0548-22-5263 

11 日 08:20～09:40 勝間田川クリーン作戦 

概要：これまで旧榛原町のゴミを考える会が主

催されていたが、合併の時にこの会が解散し

たことから、この区間（秋葉橋から竹橋）の

「リバーフレンド」である「まちづくり実行

隊」及び「橋向イチロク会」が主催すること

なったもの。 

集合場所：JAハイナン本店駐車場、蕎麦処とろ

り駐車場（橋向戸塚橋下流） 

作業内容：秋葉橋から竹橋の間の堤防の清掃 

参加：榛中 3 年、川小親子にこにこクラブ、静

波区、川崎区、勝間田区等が参加を予定 

協力：建設課・環境課・県御前崎土木事務所 

牧之原市まちづ

くり実行隊環境

グループ 

090-4192-3461

（大石） 

0548-28-0328 

（本杉） 

  09:00～ 第 2 回牧之原市長杯インディアカ大会（オフィシ

ャル大会） 

会場：B&G 海洋センター、地頭方体育館 

体育協会事務局 

0548-52-4600 

12 月 09:00～ 市議会 2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 

  09:15～11:00 わかめの砂付け体験（予定） 

内容：毎年大江の神谷美佐子さんにお願いして

相良海岸で地元のわかめの砂つけ体験をしま

す。当日はわかめの味噌汁を食べたり、わか

めを家庭に持ち帰る。 

場所：相良海岸 

その他：今年はわかめの収穫が少なく遅れてい

るので、日程の変更の可能性あり。 

相良幼稚園 

0548-52-1165 

13 

14 

15 

火 

水 

木 

09:00～ 

09:00～ 

09:00～ 

市議会 2月定例会 本会議（一般質問） 

会場：相良庁舎議場（※15日は予備日） 

議会事務局 

0548-53-2650 

13 

 

火 09:00～13:30 思い出遠足 

内容：園生活の最後の思い出 

場所：ゆうゆうランド 

対象者：2、3、4才児 68 名、職員 6名 

牧之原保育園 

0548-27-2223 
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13 火 09:30～11:00 おめでとう会 

内容：年長児卒園と入学のお祝い 

場所：大沢保育園ホ-ル 

対象者：全員 79名 

大沢保育園 

0548-52-3141 

14 水 08:30～ 歴史教室（市内文化財巡り） 

内容：板屋庭園（市指定）・釣月院（県指定）・

勝間田城址（県指定）・石雲院（市指定）他 

集合場所：相良史料館前 

主催：相良史料館 

相良史料館 

0548-53-2625 

15 木 09:30～11:00 おめでとう会 

内容：年長児入学へのお祝い 

場所：菅山保育園ホ-ル 

対象者：全員 49名 

菅山保育園 

0548-52-3733 

  09:30～11:00 おめでとう会 

内容：年長さんの卒園・入学をお祝いする 

場所：保育園ホ-ル 

対象者：全園児 65名、職員 9名 

萩間保育園 

0548-54-1230 

 

16 金 09:30～ 卒園式 相良幼稚園 

0548-52-1165 

17 土 09:00～ 第 52 回 卒業証書授与式 片浜小学校 

0548-52-0311 

19 月 08:45～11:00 卒業証書授与式 

場所：相良小学校体育館 

相良小学校 

0548-52-1433 

  09:00～09:40 修了式 榛原中学校 

0548-22-0025 

  09:00～10:30 卒業証書授与式 

参加：卒業生 27名、在校生、来賓、職員 

場所：萩間小学校体育館 

萩間小学校 

0548-54-0020 

  09:00～11:30 卒業証書授与式 

会場:川崎小体育館 

川崎小学校 

0548-22-0027 

  09:00～11:00 卒業証書授与式 

参加：5・6年、6年保護者 

内容：卒業生一人一人が、小学校卒業の喜びを

味わうとともに、お世話になった方々に感謝

の気持ちを持つ。 

場所：細江小学校体育館 

細江小学校 

0548-22-0024 
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19 月 09:00～11:00 卒業証書授与式 

場所：牧中体育館 

牧之原中学校 

0548-27-2803 

20 火 08:15～08:45 修了式 

対象：萩間小学校児童 160 名（卒業生は不参加） 

場所：萩間小学校多目的教室 

萩間小学校 

0548-54-0020 

  08:20～09:00 修了式 

会場:川崎小体育館 

川崎小学校 

0548-22-0027 

  08:50～11:00 卒業証書授与式 

参加：卒業生 229 名(男子 113 名・女子 116 名) 

相良中学校 

0548-52-1233 

  08:50～11:30 卒業証書授与式 相良中学校 

0548-22-0025 

  09:00～10:30 卒業証書授与式 

内容：小学校の全課程を振り返り、前途に新た

な希望や自覚を持つ。 

場所：牧之原小学校体育館 

参加人員：4，5，6年児童 93人 

牧之原小学校 

0548-27-2314 

  13:00～ 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 

  13:15～13:45 修了式 相良中学校 

0548-52-1233 

21 水 09:00～ 牧之原市教育委員会表彰 

概要：「教育・芸術・美術・工芸・その他文化、

スポーツ、善行、その他」に、優秀な成績を

おさめた小学校1年生以上の市民を表彰する。 

場所：相良史料館 2階ホール 

教育総務課 

0548-53-2642 

  10:30～ 

（予定） 

山﨑こども教育振興財団 表彰式 

○教育文化振興賞 

 学術・文化・スポーツ・ボランティアなど

で模範となる活動をした児童（小学校 6年生）

及び生徒（中学 3年生）の表彰 

○おもしろ科学発明発見展 

 創造性豊かな青少年を育成するため、子供

らしい視点の発明・発見・観察・研究作品を

表彰 

場所：相良史料館 2階ホール 

教育総務課 

0548-53-2642 
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23 金 9:00～ 市議会 2月定例会 本会議（最終日：採決） 

会場：相良庁舎議場 

議会事務局 

0548-53-2650 

24 土 13:00～15:30 市総合計画推進フォーラム（テーマ：協働による

まちづくり） 

場所：総合健康福祉センターさざんか 2階 

参加人数:市民等概ね 80名 

主催：牧之原市総合計画審議会・牧之原市・フ

ォーラムまきのはら 

内容： 

(1)総合計画って何だろう！（音声スライドシ

ョー） 

(2)事例発表（4団体を予定） 

(3)基調講演「市民参加と協働によるまちづく

り」静岡文化芸術大学・同大学院教授 坂

本光司氏 

(4)パネルディスカッション・意見交換他 

秘書政策課 

政策係 

0548-23-0052 

  18:30～20:30 ヴァイオリン＆ピアノ コンサート 

内容：クラシックコンサート 

  ヴァイオリン・ソナタ第 5番「春」ほか 

会場：相良公民館 

主催：牧之原市生涯学習推進ボランティア協議

会「スマイル」、牧之原市相良公民館 

相良公民館 

0548-52-1021 

25 

～ 

29 

日 

～ 

木 

 第 52 回全国私学高等学校 女子ソフトボール選抜

大会（雨天決行） 

日程：開会式 3/25 15:00～ 静波グラウンド 

  ：競 技 3/26～27 日 予選リーグ 

      3/28～29 日 決勝トーナメント 

   閉会式 3/29 決勝終了後 ぐりんぱる 

試合会場：榛原総合運動公園「ぐりんぱる」6

面、静波グラウンド 2面 

練習会場：相良総合グラウンド、牧之原市榛原

中学校グラウンド 

主催：日本私学ソフトボール連盟 

参加校：全国各地より選抜された 44校 

全国私立高等学

校女子ソフトボ

ール選抜大会事

務局（城南静岡

高等学校内）内

山信春 

TEL  

 054-285-6156 

FAX  

 054-284-0660 

 

スポーツ振興課 

0548-53-2648 
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25 日  第 9 回日本太鼓ジュニアコンクール【はいばら太

鼓出場】 

概要：各都道府県から厳正な審査を経て選抜さ

れた 43チームが全国の頂点を目指して、地域

色豊かに日頃の成果を発揮する。 

名称：総務大臣杯・文部科学大臣賞 

第９回日本太鼓ジュニアコンクール（日本財団

助成事業） 

開催場所：京都会館第１ホール（京都市左京区

岡崎最勝寺町） 

主催：財団法人日本太鼓連盟 

社会教育課 

0548-53-2646 

はいばら太鼓保

存会 代表：松

井工（高齢者支

援課） 

0548-23-0076 

  09:00～ 第 2回牧之原市卓球大会 

会場：B&G 海洋センター 

体育協会事務局 

0548-52-4600 

26 月 09:00～ 

又は 

10:00～ 

卒園式（各園ごと） 

内容：卒園をお祝いする。 

場所：各園 

対象者：年長児と保護者、地区の議員ほか 

菅山保育園 

0548-52-3733 

大沢保育園 

0548-52-3141 

静波保育園 

0548-22-0155 

勝間田保育園 

0548-28-0329 

地頭方保育園 

0548-58-0001 

坂部保育園 

0548-29-0208 

萩間保育園 

0548-54-1230 

牧之原保育園 

0548-27-2223 

静波西保育園 

0548-22-0041 

細江保育園 

0548-22-5263 

27 火 14:00～15:00 離任式 榛原中学校 

0548-22-0025 
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28 水 10:00～12:00 教職員人事異動に伴う辞令伝達式 

概要：教育長より市内教職員の人事異動概要報

告及び辞令伝達を行う。 

 市長、教育委員長等が参列予定 

場所：史料館ホール 

学校教育課 

0548-53-2645 

  14:00～14:30 離任式 

場所：牧中体育館 

牧之原中学校 

0548-27-2803 

29 木 13:30～15:00 民間企業の営業担当者との市長懇談会 

趣旨：日頃の営業活動に感謝すると共に、市長

に接する機会が少ない営業担当者に意見交換

の場を設け、オープンな場で官民との意見交

換を行う。 

懇談内容： 

(1) 市長説明「平成 19年度予定事業や牧之

原市の現状（空港、港、企業立地など）、

今後の市政運営など」 

(2) 参加者との意見交換（質問、市に対する

要望、提案など） 

会場：榛原庁舎４階会議室 

秘書政策課 

0548-23-0052 

情報発信課 

0548-23-0044 

 


