牧之原市 広報素材（２月の行事予定一覧）
日

時

2/1（木）～3/中旬
09:00～16:00

情報発信課 0548-23-0044

行事

連絡先
相良梅園（峯松）

相良梅園開園
内容：園内約 700 本の梅が咲き乱れます。

0548-52-2546

料金：大人 500 円(お土産付)、小学生 300 円
2/17（土）～3/11（日）

エアロビクス・3B 体操体験教室（しずおか型地域スポ

スポーツ振興課

09:30～

ーツクラブモデル事業）

0548-53-2648

日程：2/17（土）、2/24（土）
3/4 (日)、3/11(日)

エアロビクス
3B 体操

会場：牧之原市静波体育館
対象：市内在住・在勤の一般男女

日

曜

時間

1

木

06:30～12:30

行事
静岡県原子力防災訓練

連絡先
防災局

牧之原市の対応：地頭方地区を屋内退避対象地 0548-23-0056
域に指定し相良公民館へ避難をさせる。5 区
50 人を予定。
市は中電通報より、災害警戒本部、災害対
策本部を立ち上げる。10:30 から相良公民館に
おいて、防災講座（1 時間程度）を実施。
主催：静岡県、御前崎市、牧之原市、菊川市、
掛川市
10:30～11:15

租税教室

菅山小学校

出席者：6 年児童、税務課職員

0548-52-0558

場所：菅山小 6 年教室
市税務課の方から、税金についての様々な話を
聞くことを通して、税金についての理解を深
め、その大切さに気づくことができる。
13:00～

中学校一日入学

川崎小学校

概要：榛原中学校において来年度入学する児童 0548-22-0027
に中学校の様子を説明したり、授業を参観し
たりする。
会場：榛原中学校
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日

曜

時間

行事

連絡先

1

木

19:00～21:00

朗読劇「光差す故郷へ」公演への出演応募者と実

秘書政策課

行委員との顔合わせ

0548-23-0052

場所：榛原庁舎 4 階会議室
参加者：応募者 20 名、実行委員
内容：公演に向けてのこれからのスケジュール
と想いのすり合わせ
2

金

09:15～

地頭方幼稚園

豆まき

概要：こうしばの臭いを嗅いだり、泣き虫鬼や 0548-58-0501
弱虫鬼に豆をまいたり、
「鬼のパンツ」のリズ
ム遊びを楽しんだりする。
場所：地頭方幼稚園
参加者：全園児
10:00～11:00

豆まき会（各保育園、幼稚園）

各園

内容：節分の由来を知るため。
場所：各園
対象者：各園の全園児
11:40～12:00

100 歳長寿者訪問

高齢者支援課

概要：2 月に 100 歳の誕生日を迎える長寿者(
「森 0548-23-0076
田かく」さん、牧之原市西萩間 1158-23（自
宅））を市長が訪問する。森田かくさんは、明
治 40 年 2 月 11 日生まれ。4 世代 7 人家族。
なお、3 月の該当者はいないことから、本年
度最後の 100 歳訪問となる。
その他：森田かくさん(2 月 11 日)で、市内の 100
歳以上の長寿生存者は 18 人に達する。（1 月
22 日 15：00 現在）
13:30～16:00

新入生一日入学

川崎小学校

概要：来年度入学する幼稚園児、保護者に学校 0548-22-0027
の様子を話す。また、1 年生と幼稚園児と交
流も持つ。
会場：川崎小体育館・1 年各教室
19:00～20:45

坂部区教育講演会

坂部小学校

演題：「日常生活やスポーツを通しての健康」
講師：静岡大学教育学部副学部長

山本章先生

参加者：坂部区民、坂部小保護者及び教職員
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0548-29-0200

日

曜

時間

3

土

09:00～11:30

行事

連絡先
地頭方小学校

梅っ子フェスタ

内容：生活科、総合的な学習の時間の発表の場 0548-58-0003
である。自分の思いを表現する場である。
また、10:30からは歌声発表会を行う。
場所：地頭方小学校
3

土

9:00～16:00

4

日

9:00～15:00

第 13 回遠州相良田沼塾発表会（生涯学習事業）

相良公民館

内容：田沼塾生 1 年間の生涯学習の集大成を発 0548-52-1021
表
会場：牧之原市相良公民館

4

日

10:00～11:00

林野火災合同訓練

防災局

概要：林野火災を想定した、県防災ヘリ・消防 0548-23-0057
署・消防団との連携訓練。
場所：白井工業団地内
参加機関：県消防防災航空隊（ヘリ 1 機）
牧之原御前崎消防署（車両 4 台）
牧之原市消防団（車両 6 台）
訓練項目：情報収集訓練、中継訓練、空中消化
訓練、ウォーターカーテンによる延焼阻止訓
練、上空偵察訓練
その他：天候不良の場合中止（7:30 決定）
5

月

終日

市議会 LNG 企業視察（大阪府高石市）
参加：全議員、市職員随行

10:00～11:00

2 年生ファイナルセミナー

議会事務局
0548-53-2650
榛原中学校

概要：大阪大学大学院教授（元宇宙飛行士候補 0548-22-0025
者：牧之原市出身）の八木哲也氏をお招きし
て講話を聴く。
13:30～15:00

一日入学

細江小学校

内容：1 年生と新しく入学する 1 年生がおもち 0548-22-0024
ゃ作りをしたり歌を歌ったりすることを通
して、来年からの小学校生活の意欲を高め
る。
場所：細江小 1 年教室
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6

火

08:30～12:00

菅山小学校

おはぎ作り

内容：JA 婦人部の皆さんにきていただき、５年 0548-52-0558
生の児童がおはぎ作りを行う。
米（餅米）を使った料理を実際に行うことを通
して、調理の楽しさ、米のすばらしさを実感
する。
出席者：5 年児童、JA 婦人部
場所：菅山小家庭科室
09:30～11:00

5 才いきいきクラブ（老人クラブ）との交流会
内容：ゲームやわらべうたなどで一緒に遊ぶ

牧之原保育園
0548-27-2223

場所：コミュニティーセンター
対象者：5 才児とクラブ員のお年寄り
人員：約 50 名
7

水

09:25～10:10

全校読み聞かせ

菅山小学校

内容：読み聞かせボランティアの皆さんによる 0548-52-0558
全校読み聞かせ。大がかりな仕掛けにより、
子どもたちをお話の世界に引き込み、本のす
ばらしさを実感させるとともに豊かな心を
育てる。
出席者：全児童、地域読み聞かせボランティア
場所：菅山小体育館
09:25～11:15

校内音楽発表会

坂部小学校

内容：各学年の合唱や合奏。全校合唱は「ビリ 0548-29-0200
ーブ」
、全校合奏は「ミッキーマウスマーチ」。
職員合唱、コールマリーン混声合唱団による
合唱。
（地域のコーラスグループ合唱を聴く）
10:00～12:00

1 年、2-6 年家庭教育学級

川崎小学校

内容：合同閉講式、学習会（エコライフ、ゴミ 0548-22-0027
分別を考える）を行う。
会場：川崎小会議室
10:15～

長縄集会（児童会行事）
会場：体育館

片浜小学校
0548-52-0311

内容：８の字跳び、みんなでジャンプ、結果発
表など。今までの練習の成果を発揮し、記録
更新を目指します。
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7

水

13:00～

片浜小学校

新１年生一日入学

・ 5 年生（来年度の最上級生）と新 1 年生が 0548-52-0311
遊ぶ。
・ 現在の 1 年生の授業を参観し、一緒に学習
をする。
・保護者に対しては、説明会を開催する。
13:30～

社会教育課

文学講座
内容：東海道中膝栗毛

0548-53-2646

会場：相良史料館ホール
主催：牧之原市（社会教育課）
8

木

00:00～03:30

送り神（片浜区）
（鹿島地区）

社会教育課

内容：12 月 8 日（事納め・針供養）と 2 月 8 日 0548-53-2646
（事始め・針供養・厄神除け）に、各家々を
廻る。地区により「なあり神」と言われてい
るところもある。真夜中に集会場などに各地
区の子ども達（小学生又は中学生）が集まり、
竹笹を持ち、送り神の唱える言葉に合わせて
鐘をたたきながら、竹笹で家々の戸口を払っ
て歩く。
※送り神

名の由来はわからないが厄病神

のこと。
場所：片浜区・川崎区鹿島地区
09:10～10:10

高校生対象消費生活啓発講座

商工観光課

概要：市内所在の高等学校における卒業予定者 0548-53-2623
が、卒業後、適正かつ安全な消費生活を実現
するとともにこれを通じた地域社会環境の
改善を図るため実施する。
対象者：相良高等学校 3 年生
会場：相良高等学校 体育館
講師：消費生活相談員及び市担当職員
テーマ：悪質商法の被害に遭わないために
19:00～20:30

第 2 回牧之原市文化講演会
演題：「あした笑顔になあれ」
講師：水谷修

氏（夜回り先生）

会場：榛原文化センター
その他：聴講券配布済（無料）
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社会教育課
0548-53-2646

9

金

08:30～16:15

相良幼稚園

みんなの作品展

概要：子どもたちが一年間描いた絵や作品を展 0548-52-1165
10

土

08:30～11:15

示します。
会場：幼稚園遊戯室

9

金

御榊（おさかき）神事（静岡県指定無形民俗文化 社会教育課

～
11

財・牧之原市指定無形文化財）

0548-53-2646

場所：一幡（いちまん）神社付近（菅山地区） 相良史料館

日

0548-53-2625
9

金

終日

社会科見学（5 年）
・スズキ湖西工場見学

萩間小学校
0548-54-0020

（社会科：わが国の工業の現状と課題）
・県営農業試験場見学
（総合：あいがも農法と農業の現状）
14:20～15:10

新入生一日体験入学

相良中学校

概要：中学校区内 4 小学校から 6 年生及びその保 0548-52-1233
護者が集まり、入学及び中学校生活についての
説明を聞く。
本年度は 6 年生が中学校での授業を体感する
ため中学 1 年生の授業を共に受けることとし
た。
18:00～20:30

エネルギー講演会 in 牧之原
会場：相良史料館ホール

企画開発課
0548-23-0040

主催：経済産業省資源エネルギー庁
10

土

10:00～17:00

榛原文化センター

内容：はりはら塾受講生の作品展示・舞台発表、 0548-23-0002

～
11

第 3 回生涯学習はりはら塾発表会

日

及び各講座の 1 日体験教室など
場所：榛原文化センター
主催：はりはら塾運営委員会
10 日
09:00～16:00
11 日
09:00～15:00

第 1 回牧之原市書きぞめ展

榛原文化センター

内容：市内在住の小学生から一般までの書きぞ 0548-23-0002
め作品の展示
場所：静波体育館
主催：牧之原市書道連盟

- 6 -

10

土

09:30～11:30

障害児（生徒）親子活動

福祉企画課

主催：ボランティア団体「障害児学童を推進す 0548-23-0075
るする会

にじっ子」

にじっ子代表（西

場所：牧之原市総合健康福祉センター「さざん 谷）
0548-22-7688

か」2 階
参加人員：20 人～40 人（親子）
11

日

08:00～

第 50 回 田沼意次 牧之原市マラソン大会

体育協会陸上部（川

（受付）

主催：牧之原市体育協会

村）

08:50～

主管：牧之原市体育協会陸上部

0548-52-0090

(開会式)

後援：牧之原市、牧之原市教育委員会、静岡新 スポーツ振興課
聞社、SBS 静岡放送、中日新聞社

12 時終了予定
（雨天決行）
09:20～

0548-53-2648

会場：牧之原市、相良庁舎前広場（受付・開会
式・閉会式）
新庄区公民館まつり

相良公民館

内容：区民の生涯学習活動発表（展示・芸能） 0548-52-1021
会場：牧之原市地頭方公民館（トーク地頭方）
13:00～

建国祭

実行委員 会事務

場所：坂部区民センター多目的ホール（坂部小 局（河守）
学校前）

090-3305-9369

主催：牧之原市建国記念の日奉祝実行委員会
内容：第 1 部
第2部

奉祝記念式典
尺八とエレクトーン演奏

（牧之原市出身：縄巻修巳夫妻）
18:30～23:00

蛭ヶ谷の田遊び（静岡県指定無形民俗文化財）

社会教育課

概要：昔は正月の 11 日に行われていたが、今は 0548-53-2646
新暦の 2 月 11 日の夕方より午後 11 時過ぎま 相良史料館
で行われる。
蛭児神社（市内蛭ヶ谷）前の広場に大木を
積み重ね、これに火をつけてかがり火とし、
蛭ヶ谷地区の青年が農耕の作業を象徴した
素朴な所作（演目のとおり）を演じる。農民
が今後一年間の農事の豊かさを祈願する行
事。この神事は中国地方以東の各地で行われ
る田打正月の行事で、仕事始めの予祝祭。
場所：蛭児神社
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0548-53-2625

13

火

終日

国道 473 号バイパス北伸工区陳情
陳情先：国土交通省（東京）

建設課
0548-53-2627

中部地方整備局（名古屋）
08:15～08:35

牧之原小学校

感謝の集い

内容：本年度お世話になった人を招き、感謝の 0548-27-2314
気持ちを表す集いを開く。
招待する人：交通指導員の方、栄養士さんなど、
本年度お世話になった人を各学年からあげ、
7～8 名招待する。
場所：牧之原小学校体育館
参加人員：全校児童 187 人
14:35～16:20

勝間田っ子すこやか談話会
場所：他目的ホール

勝間田小学校
0548-28-0013

出席者：地域の方 17 名、区長、青少年健全育成
委員、生涯学習委員、人権擁護委員、民生児
童委員、学校評議委員他、PTA 役員 10 名
保護者 7 名、職員 13 名
内容：勝間田っ子の現状をさぐり、地域全体で
子どもを育てるにはどうしたらよいかを話
し合う。
14

水

09:40～10:20

夢講話

萩間小学校

目的：現役パイロットの話を聞くことを通して、 0548-54-0020
働くことの楽しさや大切さに気づく。（キャ
リア教育の一つとして）
講師：川嶋辰哉氏（全日空パイロット：牧之原
市出身）
10:00～

御前崎市牧之原市学校組合議会
場所：御前崎市（旧御前崎町役場）

13:50～14:40

「郷土の先輩に学ぶ」(生き方指導講話）

議会事務局
0548-53-2650
相良中学校

概要：現在全日空のパイロットとして活躍され 0548-52-1233
ている、本校卒業の川嶋辰哉氏をお招きし、
全校生徒を対象にお話しいただく。
講演は「生き方指導」の一環として位置づ
け、職業選択について、目標や夢について、
相中生に望むことなどをお話しいただく。
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15

木

8:15～18:00

作品展（園児の造形作品を展示）

坂部保育園

16

金

8:15～18:00

場所：保育園遊戯室

0548-29-0208

17

土

8:15～12:00

15

木

13:00～15:00

ステークホルダーミーティング（幹部職員研修講 秘書政策課
演会）

0548-23-0043

場所：榛原庁舎 4 階会議室
参加対象：3 役、部課局室長及び職員約 70 名
講師：静岡県立静岡がんセンター
総長
16

金

8:15～18:00

17

土

8:15～12:30

山口建 氏

作品展

静波保育園

内容：園児の造形作品を展示

0548-22-0155

場所：静波保育園 遊戯室
対象：全園児・デイ入所者
16

金

8:15～18:00

17

土

8:15～12:30

作品展（勝間田保育園、牧之原保育園）

勝間田保育園

内容：園児の造形作品を展示

0548-28-0329

場所：各保育園

静波西保育園
0548-22-0041

16

金

10:00～11:00

牧之原保育園

誕生日会

内容：催し物・コンサート（スノードロップ） 0548-27-2223
場所：遊戯室
10:30～

じゃが芋植え

地頭方幼稚園

内容：園の畑に作付けをする。

0548-58-0501

場所：地頭方幼稚園
参加者：４、５歳児
17

土

08:30～17:00

榛原・相良・萩間・地頭方合同少年少女ふるさと 相良公民館
教室

0548-52-1021

内容：浜松市スケート体験と科学館見学
会場：浜松スポーツセンター、浜松市科学館
10:00～15:00

牧之原市ボランティア交流会

福祉企画課

概要：市内でボランティア活動をしている個人 0548-23-0070
の方またはグループの方との情報交換やコ 牧 之 原 市 榛 原 ボ
ミュニケーションを通して、市内ボランティ ラ ン テ ィ ア 連 絡
ア活動の推進と協力体制を図る。

会事務局(牧之原

場所：牧之原市総合健康福祉センターさざんか 市 社 会 福 祉 協 議
主催：牧之原市榛原ボランティア連絡会
牧之原市相良ボランティア連絡会

- 9 -

会榛原事務所)
0548-22-5187

17

土

14:00～16:00

子どもたちの歯の健康を守るための講演会

学校教育課

概要：牧之原市では、教育委員会・健康づくり 0548-53-2645
課・静岡県中部健康福祉センターが連携し、
子どもの歯の健康を守ることを目的に、平成
14 年度から旧相良町で行っているフッ素洗口
実施実績を引き継ぎ、今年度より全市で実施
している。
フッ素洗口により子どもたちの歯の健康を守
る取組を子どもたちの保護者のみならず、広
く市民に理解を進めるために講演会を実施す
る。
演題：
「子どもたちの歯の健康をみんなで考えま
しょう

～

フッ化物ではじめるむし歯予防

について」
講師：日本大学松戸歯学部社会口腔保健学講座
教授 小林 清吾

氏

場所：榛原文化センター3 階大会議室
対象：市内の園児・小学生・中学生を持つ保護
者、幼稚園・小中学校の教職員、その他、子
どもの歯の健康管理に関わっている方々
18

日

09:00～15:00

須々木区公民館まつり

相良公民館

内容：区民の生涯学習活動発表（展示・体験） 0548-52-1021
会場：相良公民館
13:00～

ボーイスカウト榛原第二団発団 30 周年記念式典
会場：坂部区民センター

榛原第二 団委員
長（尾崎）
0548-22-3947

19

月

08:05～08:20

バトンタッチ集会
出席者：全校児童

菅山小学校
0548-52-0558

場所：菅山小体育館
内容：6 年生から来年度の各委員会へ、委員会
活動の引き継ぎを行う。
4、5 年生が上級生になりその役割を引き継
ぐという自覚を育てる。
9:00～

全員協議会

議会事務局

場所：相良庁舎 4 階大会議室
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0548-53-2650

19

月

09:30～11:30

聖ルカ在 宅介護

介護者のつどい

（さざんか）

内容：牧之原市針灸マッサージ師会の斉藤会長 支援センター

13:30～15:30

を講師に迎え、介護者にマッサージ技術を教 0548-28-0868

（相良保健セ

える。

ンター）
13:10～14:40

相良在宅 介護支

会場：さざんか、相良保健センター

援センター

主催：在宅介護支援センター

0548-53-1900

本物舞台芸術循環劇場

萩間小学校

目的：子どもたちが、優れた舞台芸術を鑑賞し、 0548-54-0020
芸術文化団体等による実演指導、ワークショ
ップやこれらの団体等との共演に参加し、本
物の舞台芸術に身近に触れる機会を提供す
ることにより、子どもたちに芸術を愛する心
を育て、豊かな情操を養う事業として行われ
る。また、1 月 11 日に行ったワークショップ
により、2 年生も一緒に共演する。
対象：全校児童 187 名＋保護者
場所：萩間小学校体育館
団体：日本伝統芸能を守る会
演目：狂言「茸（くさびら）
」
主催：文化庁文化部芸術文化課
20

火

午前中

相寿園管理組合議会
場所：榛原庁舎議場

08:00～08:20

議会事務局
0548-53-2650

バトンタッチの会

勝間田小学校

場所：体育館

0548-28-0013

出席者：全校児童
内容：委員会活動の引き渡しの会。6 年生から 5
年生へ活動の主体をバトンタッチする会
09:15～10:30

誕生会

地頭方幼稚園

内容：室内の誕生会後、園周辺の「ちびっこマ 0548-58-0501
ラソン」を楽しむ。
場所：地頭方幼稚園
参加者：全園児
13:50～16:10

4、5、6 年、なかよし学級授業参観・懇談会

崎小学校

内容：本年度最後の授業参観会となり、各教室 0548-22-0027
で学習発表会を開催する。
会場：川崎小学校 4、5、6 年各教室・特別教室
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20

火

14:00～

牧之原市御前崎市広域施設組合議会
場所：牧之原御前崎消防署

21

水

13:30～

議会事務局
0548-53-2650
相良史料館

歴史教室
内容：田沼意次の藩政

0548-53-2625

会場：相良史料館ホール
主催：相良史料館
14:30～

牧之原市菊川市学校組合議会
場所：相良庁舎議場

22

木

08:00～08:15

地域の方の読み聞かせ

議会事務局
0548-53-2650
萩間小学校

目的：地域の方による読み聞かせを通して、読 0548-54-0020
書に親しむと共に心を耕し豊かな心を育む。
その他：読み聞かせをしてくれた方へのお礼を
する。
23

金

08:00～17:00

美術館めぐり（講座）

社会教育課

概要：貴重な美術品を鑑賞し、文化への関心を 0548-53-2646
高める。牧之原市では初開催の講座。
見学先：ポーラ美術館・成川美術館（箱根町）
定員：50 名（要事前申込み）
09:30～13:00

榛原中央セミナー閉講式
会場：榛原文化センター3 階中会議室

榛原文化センター
0548-23-0002

内容：平成 18 年度の学習を振り返る
10:00～11:00

感謝の集い

地頭方小学校

内容：学習でお世話になった末広会や図書館ボ 0548-58-0003
ロンティアの方々へ感謝する会を行う。
場所：地頭方小学校
10:15～11:15

火災を想定した避難訓練（参加者：全園児）

地頭方幼稚園

内容：消防署署員に避難訓練を見て頂き指導を 0548-58-0501
受ける。消防自動車を見学させてもらう。併
せて、園職員消火器使用訓練を行う。
場所：地頭方幼稚園
15:15～16:30

外国人支援連絡協議会

細江小学校

内容：本校及び牧之原市内各学校における外国 0548-22-0024
人児童・生徒の教育支援体制についての成果
や今後の課題について協議し、よりよい支援
体制を考える。
場所：細江小学校会議室
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25

日

08:00～

牧之原市体育協会合併記念 第２回 静波駅伝大会

（受付）

主催：牧之原市体育協会

09:00～

主管：牧之原市体育協会陸上部

(開会式)

後援：牧之原市、牧之原市教育委員会
協力：牧之原警察署・牧之原市交通指導委員会・

（雨天決行）

牧之原市体育指導委員会

体育協会陸上部
川村

久雄

0548－52－0090

スポーツ振興課
0548-53-2648

会場：牧之原市、静波ライフセービングクラブ
ハウス
選手：1 チームの編成は選手 6 名(うち補欠 2
名)。市内の部に参加するチームで中･高校生
が参加する場合は 2 名以内とする。
部門：
市内の部(市内自治会・市外事業所・クラブ・グ
ループ等）
女子の部(一般･高校･中学の女子で編成された
チーム)
中学男子の部(学校単位でチームを編成)
小学生の部(学校やクラブ単位でチームを編成)
26

月

9:00～

市議会 2 月定例会本会議（初日：提案説明）
会場：相良庁舎議場

27

火

9:00～

大井上水道企業団議会定例会
会場：島田市夢づくり会館（旧金谷）

09:00～14:30

なかよし遠足

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

内容：年度の終わりに全園児でお別れ遠足を楽 0548-58-0501
しむ。
場所：蓮華寺池公園
参加者：全園児
13:50～16:10

1、2、3 年授業参観、懇談会

川崎小学校

本年度最後の授業参観会となり、各教室で学習 0548-22-0027
発表会を開催する。
会場：川崎小学校 1、2、3 年各教室・特別教室
14:05～14:50

ありがとう清掃活動

勝間田小学校

場所：学校全体

0548-28-0013

出席者：全校児童（縦割り班）
内容：1 年間使わせてもらった校舎や用具に感
謝の気持ちをもって清掃活動を行う。
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28

水

10:00～11:05

萩間小学校

6 年生を送る会

目的：一年間萩間小学校をリードしてきた 6 年 0548-54-0020
生に感謝の気持ちを込める。
内容：各学年の児童が 6 年生に感謝の気持ちを
込めて劇を行ったり手作りのプレゼントを
する。
14:00～

御前崎市東遠広域施設組合議会
会場：御前崎市東遠広域施設（旧浜岡）
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議会事務局
0548-53-2650

