牧之原市 広報素材（1 月の行事予定一覧）
日

時

1/31（水）～2/2（金）

情報発信課 0548-23-0044

行事
松川交流体験（6 年生）
場所：長野県松川町

連絡先
相良小学校
0548-52-1433

内容：姉妹都市である松川町へ２泊３日で出か
け、松川町の小学生との交流やスキー体験を
行う。

日

曜

1

月

時間
06:30～

行事
相良サンビーチ初詣

連絡先
相良観光協会

内容：神主による神事、甘酒配布（無料）、相 0548-52-3130
良手作り・清め塩（神事終了後配布）
茶々塩屋敷で 6:30 から初塩浴び。
場所：相良町商工会裏側海岸
4

木

16:00～17:30

牧之原市新春初顔合わせ会
会場：（株）うおとも（牧之原市地頭方）

秘書政策課
0548-23-0052

主催：牧之原市
5

金

09:00～10:40

書き初め会

勝間田小学校

概要：新年の書き初め会を全校一斉で行う。

0548-28-0013

時間（場所）：1～2 年生（教室）
3～6 年生（体育館）
6

土

14:00～15:00

尺八コンサート（６年生）
場所：相良小学校大プレイルーム

相良小学校
0548-52-1433

内容：尺八奏者にお願いして、日本の音楽にふ
れる機会をもつ。
7

日

9:30～

牧之原市成人式

社会教育課

内容：第 1 部式典、第 2 部アトラクション
会場：榛原文化センターホール
その他：市内中学校（牧中を除く）・高校の生
徒・学生 53 名がボランティアとして参加し、
運営、進行の手伝いをし、先輩の門出を祝福
します。将来の自分の成人式を思い描くよい
機会ともなっています。
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0548-53-2646

日

曜

7

日

時間
12:30～

行事

防災局

牧之原市消防団出初式
日程：12:30～

連絡先

市内パレード（相良本通りの

0548-23-0057

ボンヌール前から）
観閲場所：静岡銀行相良支店前
13:00～ 式典（相良中学校）、表彰、操
法披露、ラッパ隊演奏
9

火

08:30～12:10

川崎小学校

書き初め会
概要：体育館で学年ごと書き初めを行う。

0548-22-0027

対象：3 年、5 年
会場：川崎小体育館
8：45～10：00 どんど焼き

牧之原保育園

内容：年末に園で作った正月飾りを、各家庭に 0548-27-2223
持ち帰り正月に飾ってもらった。それをまた
持って来てもらい、園庭で燃して暮れについ
た餅をその上にかざして焼いていただく。今
年の健康を祈願する。
場所：園庭
対象者：3～5 才児
人員：75 人
10:00～

百歳を迎えられる方への市長訪問

高齢者支援課(相

時間：10：00～ 中田ゆき さん（白井・自宅） 良総合窓口課)
明治 40 年１月７日生まれ

0548-53-2614

11：00～ 紅林せき さん（海山荘）
明治 40 年 1 月 15 日生まれ
18:00～

弁慶 TC チームの表敬訪問
概要：第 25 回県綱引選手権大会優勝に伴う市長訪問
会場：榛原庁舎５階

10

水

08:30～12:10

スポーツ振興課
0548-53-2648

市長応接室

書き初め会

川崎小学校

概要：体育館で学年ごと書き初めを行う。

0548-22-0027

対象：4 年、6 年
会場：川崎小体育館
8:35～12:00

校内書き初め大会

牧之原小学校

概要：授業や冬休みに練習した成果を発揮し心 0548-27-2314
を込めて書き初めを行う。
時間：2 時間目 3、4 年
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日

曜

時間

行事

連絡先

3、4 時間目 5、6 年
場所：牧之原小学校 体育館（1、2 年生は、教
室で）
参加人員：全校児童 187 人
10

水

19:00～

フロイデ合唱団「メサイアを唄う会」発会式

鈴木義弘

概要：
（仮称）相良総合センターのこけら落とし公 090-3158-1467
演の一環としてヘンデルの「メサイア」より「ハ 三浦 進
レルヤ」を中心とした合唱コンサートを行うため 090-7305-6611
の発会式。公演期日は、6 月頃を予定。
牧之原市フロイデ合唱団は、牧之原市誕生を祝っ
て「第九を歌う会」として発足したもの。
発会式会場：榛原文化センター
練習日：1 月 10 日から 5 月 30 日まで毎週水曜日
19:00～21:00、計 21 回。
練習曲：ハレルヤ（メサイア）ほか全 3 曲程度
11

木

13:35～14:20

本物の舞台芸術体験事業ワークショップ

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
るもので、当日は、そのワークショップを行
う。
対象：第 2 学年児童 36 名
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）
」
内容：狂言におけるあいさつ、発声方法、謡い、
擬音、セリフ、演技などについて、実際に発
声したり演じたりする。
主催：文化庁文化部芸術文化課
その他：なお、公演は 2 月 19 日（月）13:35～
14:35。全校児童鑑賞の中で、2 年生の中から
10 名程度が共演して行われる。
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日

曜

12

金

時間
9:30～

行事
榛原中央セミナー1 月学習会
内容：ミニ茶道教室

連絡先
榛原文化センター
0548-23-0002

会場：榛原文化センター２Ｆ和室
9:30～

相良・萩間・地頭方 合同万年青大学
内容：合同閉講式

相良公民館
0548-52-1021

会場：牧之原市相良公民館
09:30～

家庭教育学級「子育てについて語り合う」
場所：地頭方幼稚園

地頭方幼稚園
0548-58-0501

参加者：3 歳児保護者 15 名位
10:00～11:00

人権擁護委員のお話

菅山保育園

内容：人権啓発活動の一環。人権擁護委員（ひ 0548-52－3733
まわりおじさん、おばさん）が、読み聞かせ
と紙芝居、ゲームなどを行う。
場所：菅山保育園
対象者：4、5 才児
人員：27 名
13

土

19:00～

相良地域女性の会

相良公民館

内容：お楽しみ講座 新春「尺八コンサート」 0548-52-1021
会場：牧之原市相良公民館
14

日

08:30～

ファミリーバドミントン大会（しずおか型地域スポー

スポーツ振興課

（受付）

ツクラブモデル事業）

0548-53-2648

09:00～

会場：牧之原市Ｂ＆Ｇ海洋センター

(開会式)

対象：牧之原市在住・在勤の一般男女３～６名以内
で編成されたチーム(１チームに 1 名でも市内在
住・在勤者がいれば良い)
(親子での参加であれば、小学 4 年生以上は良い)
参加費：1 人 500 円（当日支払い）
申込方法：電話にてスポーツ振興課まで申込み。
申込締切：1 月 10 日（水）17 時まで

09:45～11:30

2-6 年家庭教育学級
概要：親子で３Ｂ体操を行う。

川崎小学校
0548-22-0027

会場：川崎小体育館
16

火

10:45～11:15

のびのび子育ての親子と一緒に遊ぶ
概要：年長児の歌や踊りを見てもらい交流。
場所：相良社会福祉協議会
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相良幼稚園
0548-52-1165

日

曜

時間

16

火

11：00～

行事
白井工業団地進出企業との土地売買契約の締結
会場：榛原庁舎市長応接室

連絡先
牧之原総 合開発
株式会社

内容：売却土地：牧之原市白井 745-4（白井工 0548-23-0042
業団地内「C-1」区画）
総面積：26183.99 ㎡

企画開発課

価格：735,520 千円

0548-23-0042

購入企業：株式会社昭和、本社所在地
愛知県名古屋市熱田区有野町 2 番 3
号、業種 食料品卸売業
13:45～14:45

夢に向かって（5、6 年生参加）
場所：相良小学校大プレイルーム

相良小学校
0548-52-1433

内容：川島氏の講話
相良小学校の先輩である川島さんから、小
さいころからの夢であったパイロットにな
ることを実現し、現在に至るまでの体験談を
聞くことを通して、自分の将来に対する目標
を持ち、それに向かってがんばろうとする心
情を育てる。
17

水

09:45～10:15

避難訓練

萩間小学校

目的：火災発生時の安全な行動を知らせ、安全 0548-54-0020
に避難できる実践力をつける。
対象：全校児童 185 名
場所：萩間小学校運動場
内容：火災時の避難訓練にくわえて、消火体験
や煙体験などを計画中。
10:10～10:30

避難訓練（おにぎりで過ごす日)

川崎小学校

内容：休み時間を使って避難訓練を行う。その 0548-22-0027
日はおにぎりだけで昼食をとる。
会場：静波グラウンド
19

金

09:30～11:00

家庭教育学級「親子体操」
出席者：１年児童、保護者
場所：菅山小体育館
内容：磯崎仁さん（スッパマン先生）を講師に
お呼びして、1 年生の児童と保護者が親子体
操をします。体を動かすことの楽しさを体感
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菅山小学校
0548-52-0558

日

曜

時間

行事

連絡先

すると共に、親子で活動することにより、そ
の絆を一層強めます。
19

金

19:00～

中部電力ふれあいイベント

マジック＆お笑いス 中 部 電 力 ㈱ 浜 岡

ーパーライブ in 牧之原

原子力総 合事務

会場：榛原文化センター

所

総括・広報グ

主催：中部電力 浜岡原子力総合事務所

ループ

後援：牧之原市教育委員会

0537-85-2460

その他：無料招待
21

日

08:30～

牧之原市消防団訓練披露会

防災局

内容：市内各分団で訓練をしてきた消防操法を 0548-23-0057
披露することにより、団員の士気の高揚・技
術の向上を図るとともに市民への防火意識
の高揚を図る。
日程：
8:30～

開会式

9：00～ 消防操法披露（ポンプ自動車 13 隊、
小型ポンプ 10 隊）
会場：静波グラウンド
08:30～14:00

立志の会（2 年生 36 名）

牧之原中学校

概要：学校から、相良サンビーチまで萩間川沿 0548-27-2803
いに歩いていき、立志の誓いを保護者の前で
行う。その時に自分たちで作った手作りの凧
を揚げて立志を祝う。
9:00～

白井区公民館まつり

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：白井区公民館
13:00～15:30

榛原・相良・萩間・地頭方合同 少年少女ふるさ 相良公民館
と教室

0548-52-1021

内容：ブラスアルファコンサート鑑賞
会場：牧之原市相良史料館ホール
22

月

09:00～11:00

避難訓練

地頭方保育園

内容：消防署員を招いての通報及び避難の訓練 0548-58-0001
場所：地頭方保育園
対象者：全員
人員：69 名
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日

曜

時間

22

月

10:30～15:00

行事

連絡先
商工観光課

食料品試買会

概要：商品の買上と商品量目の検査を行うこと 0548-53-2623
により、小売り段階の計量の実態を把握し、
消費生活における正確計量の重要性を認識
する。
場所：相良公民館 1 階 調理室
主催：静岡県計量検定所
10:30～11:30

国道 473 号バイパス工事

橋の連結式出席

牧之原小学校

概要：子供たちが名前を付けた橋の連結式に出 0548-27-2314
席する。
内容：・子どもの手によるコンクリート打設
場所：国道 473 号バイパス工事現場（菊川市沢
水加）
参加人員：5、6 年児童 59 人
13:30～14：30 相良ディサービス訪問

地頭方保育園

内容：相良デイサービスを園児が訪問し、お年 0548-58-0001
寄りと触れ合う。
場所：相良ディサービスセンター
対象者：4 歳児
人員：19 名
22

月

15:00～17:00

～
23

行事名：絵画展

菅山保育園

概要：絵を見ながら講師と個人面談を行う。
火

0548-52－3733

場所：菅山農就センター
対象者：全員と 4、5 才児の保護者
人員：76 名

23

火

08:15～08:40

開校記念集会

牧之原小学校

概要：本年度で 98 周年を迎える。祖父母の会 0548-27-2314
の会長さんに、小学校時代の話を伺う。
場所：牧之原小学校体育館
参加人員：全校児童 187 人、祖父母の会会長
10:00～11:00

ドロップコンサート
内容：色々な楽器での生演奏を聞く
場所：地頭方保育園
対象者：全園児
人員：69 名
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地頭方保育園
0548-58-0001

日

曜

23

火

時間
10:30～

行事
保育実習（3 年生 19 名）

連絡先
牧之原中学校

概要：家庭科で保育の授業のひとつとして牧之 0548-27-2803
原保育園に出向いて保育の実習を行う。
24

水

25

木

10:00～12:00

学校給食展

吉田榛原 学校給

場所：吉田榛原学校給食共同調理場

食共同調理場

参考：学校給食週間 1/24（水）～1/30（火） 0548-32-1750
給食記念日 1/24（水）
24

水

09:45～10:15

長縄大会

萩間小学校

目的：静岡県保健体育課が推進している体力ア 0548-54-0020
ップコンテストの一つである長縄（3 分間で
跳んだ回数を競うもの）に挑戦し、体力の向
上を図るとともに、クラス集団のまとまりを
伸ばす。
対象：全校児童 185 名
場所：萩間小学校体育館
内容：各学年 1 回挑戦。これまでの各学年・学
校のギネス記録に挑戦する。また、体力アッ
プコンテストにも記録を掲載する。
10:00～10:45

パントマイムをみよう

勝間田保育園

内容：ストリートオルガンショー・パントマイ 0548-28-0329
ム等をみる
場 所：保育園遊戯室
対象者：全園児
人員：70 人
13:30～15:30

平成 18 年度

牧之原市エコアクション 21 自治体 環境課

イニシアティブ

0548-53-2609

場所：相良公民館３階
25

木

10:00～11:00

マラソン会

勝間田保育園

内容：園庭や土手をみんなで走る

0548-28-0329

場所：勝間田保育園
対象者：全園児
人員：70 人
13:00～15:30

動物保護協会 ふれあい訪問活動
場所：相寿園

環境課
0548-53-2609

内容：犬猫の訪問活動
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日

曜

時間

26

金

09:00～11:00

行事
アースキッズ・キックオフイベント
場所：牧之原小学校

連絡先
環境課
0548-53-2609

主催：牧之原市、静岡県地球温暖化防止活動推
進センター
内容：地球温暖化防止のための取組みを２週
間行う前に、自転車発電や、ごみ分別ゲー
ム、地球温暖化の現状説明を行い、エネル
ギーの大切さを児童に認識してもらう。
26

金

09:20～10:30

児童集会（縦割り長縄集会）

川崎小学校

概要：縦割りで 8 の字跳びの回数を競ったり、 0548-22-0027
学年で 8 の字跳びの回数を競ったりする。
会場：静波グラウンド
10:30～12:00

学校給食展

学校教育課

場所：牧之原市学校給食センター

0548-53-2645

内容：調理作業見学、展示、当日の学校給食の 学校給食センター
試食など
13:00～15:30

0548-52-3184

北方領土返還要求静岡県民大会
会場：榛原文化センター

秘書政策課
0548-23-0052

主催：北方領土返還要求静岡県民会議
26

金

09:00～15:30

～
27

作品展

地頭方幼稚園

概要：園児の一年間の絵画や製作品を展示し見 0548-58-0501
土

09:00～11:30

てもらう。
場所：地頭方幼稚園
参加者：全園児と園児家族 300 人位

27

土

09:00～11:30

梅っ子フェスタ

地頭方小学校

場所：地頭方小学校

0548-58-0003

内容：生活科、総合的な学習の時間の発表の場
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
10:00～

相良図書館おはなし会
内容：節分の絵本などの読み聞かせ、豆まき

相良図書館
0548-53-2649

会場：相良図書館
13:30～16:00

市総合計画推進フォーラム（テーマ：コミュニテ 秘書政策課

(時間は予定)

ィバス）

0548-23-0043

場所：榛原庁舎４階会議室
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日

曜

時間

行事

連絡先

参加人数:市民等概ね 70 名
主催：牧之原市総合計画審議会・牧之原市（関
係課）・フォーラムまきのはら
内容：
(1)総合計画の説明
(2)フォーラムまきのはら「健康福祉グルー
プ」の報告
(3)名古屋大学大学院

加藤博和教授の基調

講演
(4)意見交換他
27

土

14:00～14:30

坂部財産区秣場（まぐさば）頌徳碑顕彰式

坂部財産 区事務

内容：坂部財産区の財産の元となる財産を守っ 局（管理課内）
た総代人の顕彰式。

0548-23-0050

場所：坂部区民センター前
主催：秣場頌徳碑顕彰式実行委員会
28

日

9:30～

三歳児を持つ親の学級
内容：調理実習と栄養の講話

相良公民館
0548-52-1021

会場：牧之原市相良公民館
29

月

09:00～12:00

おやつ作り

相良小学校

概要：栄養士さんと食推協さんたちにご指導し 0548-52-1433
て頂く。食育について講話もあり。
09:20～12:10

租税教室

川崎小学校

概要：市税務課職員が 6 年生に対して租税教室 0548-22-0027
を行う。
会場：川崎小学校
11:30～13:10

給食参観（児童生徒との会食）

学校教育課

場所：川崎小学校・細江小学校・勝間田小学校・ 0548-53-2645
坂部小学校・榛原中学校
参加者：市長、助役、教育長、教育委員
13:45～14:35

防犯訓練

学校給食センター
0548-52-3184
榛原中学校

概要：危機管理意識を高め、もしもの時の対応 0548-22-0025
の仕方をを学ぶ。牧之原警察署から署員の方
をお招きして行う。
場所：体育館
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日

曜

30

火

時間

行事

連絡先
萩間小学校

修学旅行

目的：冬の雪山で様々な活動を体験することを 0548-54-0020
通して、大自然の素晴らしさや厳しさにふ
れ、たくましい心身と豊かな心を育む。
対象：第 6 学年児童 27 名
場所：長野県立科町
宿泊：立科ユースホステル
内容：蓼科山でのクロスカントリースキー、か
まくら体験、雪遊び体験、女神湖上での星見
会など。
その他：本校の特色ある行事の一つで、今年４
年目。今年度は、蓼科山７合目をめざしての
クロスカントリースキーをクラス全員で挑
戦しようと計画中。リズム縄跳びやソーラン
で鍛えた体力を冬山でも発揮してきたいと
張り切っている。
30

火

10:30～11:30

音楽鑑賞会

牧之原小学校

概要：御前崎のアマチュアグループ「スノード 0548-27-2314
ロップ」の皆さんをお迎えして、音楽鑑賞会
を行う。
場所：牧之原小学校体育館
参加人員：全校児童 187 人
13:50～
（第 5 時から）

耀（かがやき）タイム発表会

相良中学校

概要：総合的な学習の学校発表会。学年発表か 0548-52-1233
ら選ばれた各学年 2 組が発表の予定。代表決
定は１月中旬であるが、1、2 年では「ふるさ
と相良」に関するもの、3 年では「ゆとり教
育」や、「ユダヤ人の収容」などをテーマに
したものなどがまとめられてきている。
現在、生徒たちは、学級・学年発表に向け、
絵や写真を準備したり、パワーポイントでわ
かりやすい説明ができるよう工夫したりし
ている。
当日は、全校生徒及び保護者の前で発表す
ることになる。
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日

曜

31

水

時間
8:00～8:20

行事
第 114 回開校記念式

連絡先
坂部小学校

概要：開校 114 回の開校記念日を祝うとともに、 0548-29-0200
社会に出て活躍している卒業生を招いて、小
学校の思い出や、今がんばっていること、後
輩へのメッセージなどを話してもらう。
今年は、国体のアーチェリーで優勝した、坂部
小出身の村田有香さんを招いて、実技を見せ
ていただいたり、話を伺ったりすることによ
って、坂部という地域や坂小を誇りに感じる
とともに、自分の将来の生き方について考え
るきっかけづくりとする。
場所：坂部小学校
参加人員：児童 116 人、保護者、地域の方
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