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 牧之原市 広報素材（12 月の行事予定一覧）  情報発信課 0548-23-0044 

 

日  時 行事 連絡先 

12/1（金）～12/28（木） 牧之原市生涯学習はりはら塾講師募集 

 

内容：平成 19 年度はりはら塾講師希望者の募

集  榛原文化センターにて直接受付 

榛原文化センター 

0548-23-0002 

11/27（月）～12/20（水） 

08:15～17:00 

（仮称）相良総合センター緞帳の図柄選定 

内容：平成 19 年 4 月完成予定の（仮称）相良

総合センターが多くの市民に親しんでもら

えるよう集会ホールに設置する緞帳の図柄

の選定を市民の皆さんにお願いをする。 

方法：榛原庁舎及び相良庁舎ロビーに展示する

3 点の中から 1 点を選定、所定の用紙に記入

し投票箱に投函する。 

社会教育課 

0548-53-2649 

12/2（土）～1/7（日）                      

 

ウィンターフェスタ２００６  

内容：イルミネーション 

会場：牧之原市役所榛原庁舎前 

主催：榛原町商工会青年部 

榛原町商工会 

0548-22-1166 

 

 

日 曜 時間 行事 連絡先 

1 金 17:30～ 第７回静岡県市町村対抗駅伝 開会式 

会場：静岡市グランシップ 

スポーツ振興課 

0548-53-2648 

  19:15～20:00 人づくり地域懇談会 

テーマ：意味ある人をつくるために 

場所：萩間小学校多目的教室 

対象：保護者・教職員約 40名 

講師：石神齊 氏（人づくり推進委員） 

萩間小学校 

0548-54-0020 

  09:50～11:00 チャレンジ走大会 

ねらい：自己のめあてに向かって、最後まで粘

り強く走り抜き、記録向上や完走した喜びを

味わう。 

場所：牧之原小学校 運動場 

参加人員：全校児童 187 人 

牧之原小学校 

0548-27-2314 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

2 土 10:00～ 第７回静岡県市町村対抗駅伝競走大会 

会場：静岡市内、草薙陸上競技場 

スポーツ振興課 

0548-53-2648 

  08:00～11:30 相良地域女性の会  

牛乳パック回収及びトイレットペーパー還元作

業 

会場：牧之原市相良公民館 

牧之原市相良公

民館 

0548-52-1021 

  8:30～12:05 くすの木集会 

 総合的な学習の時間や生活科で学んだ地域のこ

とについて発表する会。校内全体を使ってポスタ

ーセッション形式で行う。 

 場所：坂部小学校 

 参加人員：児童１１６人、保護者、地域の方 

坂部小学校 

0548-29-0200 

  8：45～11：00 にこにこ発表会 

場所：大沢保育園ホール 

対象者：全園児 

人員：79名 

大沢保育園 

0548-52-3141 

  8:45～11:30 

 

原っ子発表会 

場所：牧之原保育園 

対象者：全園児と保護者 

人員：約 180 人 

内容：日頃遊んできたごっこ遊びや表現遊びを

見てもらい、子どもの成長を感じてもら

う。 

牧之原保育園 

0548-27-2223 

 

  09:00～12:00 萩間 少年少女ふるさと教室 

内容：ケーキ作り 

会場：牧之原市萩間公民館 

牧之原市萩間公

民館 

0548-54-0840 

  9:00～12:00 

 

生活発表会 

場所：静波西保育園 

対象者：全園児 

人員：54人 

静波西保育園 

0548-22-0041 

 

  9:30～11:30 生活発表会 

場所：静波保育園 

対象者：園児全員 

人員：98人 

 

静波保育園 

0548-22-0155 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

2 土 09:30～11:30 はっぴょう会 

場所：菅山保育園 

対象者：全園児とその保護者 

人員：93名 

菅山保育園 

0548-52－3733 

  09:00～15:30 みんなの発表会 

今までの生活や遊びを劇や歌、楽器などで発

表します。 

３歳児は 9:00～、４・５歳児は 13:00～です。 

相良幼稚園 

0548-52-1165 

 

3 日 09:00～12:00 地域防災訓練        

会場：市内全域 

内容：各自主防災組織による訓練 

防災局 

0548-23-0056 

  09:00～12:00 地域防災訓練 

相中生全員が各地区の防災訓練に参加し、地

区の一員として協力する。（放水訓練、炊き出し、

応急措置等） 

相良中学校 

0548-52-1233 

4 月 13:00～ 芋切干し作り 

概要：全校児童が、浜っ子広場で活動します。

朝からＰＴＡ農園部の方の協力により、芋の

ふかしを行い準備を進め、13:00 からは、児

童は 6グループに分かれ、ふかした芋を道具

を使ってスライスし、せいろに並べたりしま

す。保護者や地域の方から手ほどきを受けた

上級生は下級生に教えていきます。 

片浜小学校 

0548-52-0311 

  13:40～14:25 喫煙防止教室 

場所：細江小学校多目的ホール 

参加人数：101 名（6年生） 

細江小学校 

0548-22-0024 

5 火 09:30～11:10 生き方講演会 

場所：相良小学校体育館 

概要：島袋勉 氏の講演 

   演題「夢をあきらめない」 

内容：事故で両足を切断したが、義足をつけて、

フルマラソンを完走したり、アコンガグア峰

（6,960ｍ）登頂に挑戦したりしている。テ

レビ番組「アンビリバボー」でも紹介された。 

 

相良小学校 

0548-52-1433 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

5 火 10:20～11:05 食に関する指導 

内容：よく噛んで食べよう 

場所：萩間小学校 3年教室 

対象：第 3学年児童 24名 

講師：佐藤栄養士（給食センター） 

萩間小学校 

0548-54-0020 

  09:50～10:20 「つくしの家」との交流集会 

内容：アルミ缶集めで得たお金で、つくしの家

にプレゼントを贈り交流を図る。 

場所：牧之原小学校 体育館 

参加：全校児 187 人、つくしの家代表 2～3人 

牧之原小学校 

0548-27-2314 

  14:15～15:25 支援教育講演会 

概要：参観会の機会に、保護者に支援教育につ

いての講演会を行い、支援教育に対しての理

解を深める。 

場所：牧之原小学校 体育館 

参加人員：保護者 80 人程度 

牧之原小学校 

0548-27-2314 

  19:00～21:00 子どもに関わる諸問題（不登校・いじめ等）につ

いての懇談会 

参加者：○主任児童委員 ○市長 ○教育長 

○学校教育課・子育て支援課職員 

開催目的：現在、子どもを取り巻く諸問題が多

く上がっているが、家庭や学校だけでは子ども

たちを見守ることに限界もある。また、家庭環

境が原因と思われる事例も少なくない。そこで、

学校教育課から、主任児童委員へ市内児童生徒

の不登校やいじめ等に関する情報を知らせた

り、主任児童委員から活動を報告していただい

たりすることを通して、市と主任児童委員との

協力体制をさらに深め、子どもたちに関わる諸

問題の解決に向けての取組を話し合う。 

 懇談内容：○市内児童生徒の状況について 

○主任児童委員としての活動につい

て（事例を交えて） 

○今後の協力体制について 

場所：市役所榛原庁舎 ４階会議室１・２ 

学校教育課 大石 

0548-53-2645 



- 5 - 

日 曜 時間 行事 連絡先 

5 火 9:30～12:00 お年寄りとの集い 

場所：菅山保育園 

対象者：4,5 才児 

人員：27名 

菅山保育園 

0548-52－3733 

6 水 09:00～12:00 生活発表会 

場所：細江保育園遊戯室 

対象者：全園児 88人 

細江保育園 

0548-22-5263 

  09:00～12:00 持久走大会 

内容：1年 600ｍ、2年 800ｍ、3・4年 1000ｍ、

5・6年 1500ｍを走る。 

会場：静波グラウンド 

川崎小学校 

0548-22-0027 

  10:30～12:10 音楽鑑賞（スノードロップ） 

場所：相良小学校大プレイルーム 

内容：地域の音楽グループにお願いして、1、2、

3年生が音楽鑑賞をする。 

相良小学校 

0548-52-1433 

  13:45～14:35 人権教室 

榛原中学校１年生全員を対象に牧之原市の人

権擁護委員が人権についての講話や紙芝居スラ

イドなど啓発事業を実施し、人権意識の高揚を

図る。12月４日から 10日は人権週間。 

市民課 戸籍住

民係 粂田 

0548-53-2602 

7 

 

木 09:00～12:00 生活発表会 

場所：勝間田保育園遊戯室 

対象者：全園児 

人員：70人 

勝間田保育園 

0548-28-0329 

  09:30～10:30 相寿園訪問 

年長児が発表会で発表した歌や遊戯を見てい

ただき、施設の人たちと交流させて頂きます。 

相良幼稚園 

0548-52-1165 

 

8 金 09:30～11:30 相良・萩間・地頭方 合同万年青大学 

内容：人権講座「人権を考える」 

会場：牧之原市相良公民館 

牧之原市相良公

民館 

0548-52-1021 

  15:15～16:30 学校保健委員会 

場所：相良小学校視聴覚室 

内容：スクールカウンセラーの小澤巌 氏の講

話をもとに保護者と教職員で児童の心の問

題について話し合う。 

相良小学校 

0548-52-1433 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

9 

 

 

土 09:00～11:00 

 

にこにこ発表会（歌・劇・遊戯等園児の発表） 

場所：地頭方幼稚園 

参加者：140 人位(園児・保護者家族) 

地頭方幼稚園     

0548-58-0501 

  09:00～11:30 

 

お楽しみ発表会 

場所:地頭方保育園 

人員:68 名 

地頭方保育園 

0548-58-0001 

 

  09:00～12:00 生活発表会 

場所：坂部保育園 

対象者：園児全員 

人員：65人 

坂部保育園 

0548-29－0208 

  08:45～11:00 あそび発表会 

場所：萩間保育園ホール 

対象者：全園児 

人員：63人 

萩間保育園 

0548-54-1230 

  09:00～11:55 キラリ発表会 

場所：勝間田小学校 

参加人数：児童 159 名、保護者 115 名、招待者

約 30名 

内容：1～-2 年生生活科、3～6年生総合的な学

習の時間これまで学習してきたことをパビ

リオンに分かれて発表する。 

日程：09:00～09:30 始めの会 

   09:40～11:55 発表 

勝間田小学校 

0548-28-0038 

  13:30～15:00 ビタミンフェア「ビタミンの日」記念講演会 

 場所：市総合健康福祉センターさざんか   

ふれあいホール  

 講演：「孟宗竹エキスで 150 歳まで」 

 講師：㈱Ｍ･Ｂ･Ｃ 日下英元 氏 

 

NPO ﾋﾞﾀﾐﾝﾈｯﾄﾜｰｸ

事務局（松林工業

薬品内）松永 

045-637-3335 

10 

 

日 

 

09:30～11:30 クリスマスまえおたのしみ会 

会場：相良児童館 

対象：小学生 

参加人数：未定(無料ですが申し込みが必要) 

内容：ゲーム、わくわくマジックショーとバル

ーンアート 

相良児童館 

0548-52-1535 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

10 日 09:00～12:00 榛原 少年少女ふるさと教室 

内容：香りのスプレー作り 

会場：榛原文化センター 

牧之原市相良公

民館 

0548-52-1021 

  09:00～12:00 萩間 少年少女ふるさと教室 

内容：正月かざり作り 

会場：牧之原市萩間公民館 

牧之原市萩間公

民館 

0548-54-0840 

11 月 08:00～ 伊久美小学校との交流 

概要：これまでに交流を続けている 3年生は、

今回、伊久美小学校に出かけ、蕎麦打ち体験

をします。 

片浜小学校 

0548-52-0311 

12 火 09:00～ 第 2回 文化講演会チケット販売開始 

開催日時：平成 19年 2月 8日（木） 

午後 7時～午後 8時 30 分 

開催場所：榛原文化センター 

講師：水谷修 氏 

演題：「あした笑顔になあれ」夜回り先生の子

育て論 

販売会場：相良史料館・相良公民館・榛原文化

センター・社会教育課 

聴講料：1,000 円 

定員：700 人（定員になり次第、締切） 

 

社会教育課 

0548-53-2646 

  08:05～08:20 外部講師による朝礼の話 

場所：相良小学校体育館 

内容：阪神大震災を体験した相良在住の萩原一

豪さんの話を聴く。 

相良小学校 

0548-52-1433 

  09:30～11:00 切干し芋作り体験 

佐藤さんに指導してもらい、蒸かした芋の皮む

きや、芋を切り並べて干す体験をさせてもらう。 

場所：佐藤繁さん宅 

人員：年長児 27名 

地頭方幼稚園     

0548-58-0501 

  09:15～11:00 七歳祝い式 

場所：萩間保育園ホール 

対象者：萩間地区の５才児 

人員：約 30人 

萩間保育園 

0548-54-1230 

地区が主催 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

12 火 13:30～14：30 お年寄りとの交流会 

場所：相良デイサービス 

対象者：5歳児 

人員：18名 

大沢保育園 

0548-52-3141 

13 水 09:00～11:00 お餅つき 

場所：保育園ホール 

対象者：3.4.5 歳児 

人員：59名 

大沢保育園 

0548-52-3141 

  09:00～11:00 餅つき会 

場所：菅山保育園 

対象者：3,4,5 才児 

人員：37名 

菅山保育園 

0548-52－3733 

  13:30～14:00 地頭方ディサービスセンター訪問 

お年寄りに歌や遊戯を聞いたり見たりしても

らい、一緒に手遊びをしたり、肩たたきをした

りして親しんでくる。 

場所：地頭方ディサービスセンター 

人員：年長児 27名 

 

地頭方幼稚園     

0548-58-0501 

  13：45～14：30 

 

お年寄りとの触れ合い 

場所:相良ディサービス 

対象者:５歳児 

人員:13 名 

地頭方保育園 

0548-58-0001 

14 木 09:30～11:30 三歳児家庭教育学級お楽しみ会 

内容：三歳児学級生による歌や踊りの発表 

会場：榛原文化センター3階大会議室 

 

榛原文化センター 

0548-23-0002 

  09:30～11:00 こまのおっちゃんと遊ぼう 

場所：菅山農就センター 

対象者：４．５才児 

人員：萩間 35名、菅山 37名 

萩間保育園 

0548-54-1230 

菅山保育園 

0548-52－3733 

  08:30～11:00 餅つき 

場所：地頭方保育園 

対象者：３歳～5歳児 

人員：42名 

地頭方保育園 

0548-58-0001 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

14 木 9:00～ 餅つき会 

ＰＴＡ役員と一緒に臼で餅を搗く。５歳児は

自分で丸めて餡ころ餅を作る。できたての餅を

みんなで食べる。 

場所：地頭方幼稚園 

人員：PTA 役員と全園児 80名位     

地頭方幼稚園     

0548-58-0501 

  9:00～11:00 もちつき会 

ＰＴＡ主催で子供達にお餅をついたり、丸めたり

する経験をさせてくれます。 

相良幼稚園 

0548-52-1165 

 

  13:20～14:20 持久走大会 

目的：最後までやり遂げた充実感を味わう。健

康維持と体力向上を図る 

場所：萩間小学校運動場 

対象：全校児童 185 名 

日程：低学年 13:20、中学年 13:30、高学年女

子 13:40、同男子 13:50 

萩間小学校 

0548-54-0020 

  13:30～14：30 こまのおっちゃんと遊ぼう 

場所：トーク地頭方 

対象者：４．５歳児 

人員：地頭方 32名、大沢 41名 

地頭方保育園 

0548-58-0001 

大沢保育園 

0548-52-3141 

  14:35～15:45 情報環境講座 

内容：インターネットの使い方、ネット犯罪等

について、パソコンを使って学習。 

場所：萩間小学校パソコン室 

対象：5・6年保護者（25名程度） 

萩間小学校 

0548-54-0020 

中旬 （未定） 正月のお飾りづくり 

内容：学校田で米を収穫した後の藁を活用し

て、正月のお飾りをつくる。できた品物は子

うまれ温泉で販売する。 

場所：萩間小学校 図工室 

対象：第 5学年 31名 

講師：富田育臣校長ほか 

萩間小学校 

0548-54-0020 

15 金 07:00～8:00 年末の交通安全県民運動一斉街頭広報 

 場所：市内全域 

 参加人員：約 200 名 

防災局 

0548-23-0058 
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日 曜 時間 行事 連絡先 

15 金 10:00～ 川崎幼稚園交通安全ﾊﾟﾚｰﾄﾞ 

 川崎幼稚園鼓隊によるﾊﾟﾚｰﾄﾞをした名が交通安

全を呼びかける。 

 場所：市役所榛原庁舎及び周辺 

 参加人員：約 100 名 

川崎幼稚園 

0548-22-0230 

防災局 

0548-23-0058 

 

  9:00～ ＡＬＴ 

ケリー先生と遊ぶ中で英語に親しむ。 

場所：地頭方幼稚園 

人員：4・5歳児 50 名 

地頭方幼稚園     

0548-58-0501 

  9：00～12：00 遊ぼう会と講演会 

場所：大沢保育園ホール 

対象者：全園児とその保護者 

人員：約 143 名 

大沢保育園 

0548-52-3141 

16 土 09:00～12:00 相良 少年少女ふるさと教室 

内容：ケーキ作り 

会場：牧之原市相良公民館 

牧之原市相良公

民館 

0548-52-1021 

  09:00～12:00 地頭方 少年少女ふるさと教室 

内容：ケーキ作り 

会場：牧之原市地頭方公民館 

牧之原市地頭方

公民館 

0548-58-1690 

17 日 09:30～11:30 三歳児を持つ親の学級 

内容：楽しいクリスマス会 

会場：牧之原市相良公民館 

牧之原市相良公

民館 

0548-52-1021 

18 月 8：30～11：00 芋きり干し作り 

場所：地頭方保育園 

対象者：５歳児 13名 

地頭方保育園 

0548-58-0001 

 

  09:00～11:00 クリスマス会 

毎年、前保護者だった方が善意でサンタになり

会を盛り上げ、子供達に夢をもたせてくれます。

プレゼントを一人ひとりに渡してくれます。 

相良幼稚園 

0548-52-1165 

 

  09:30～11:30 榛原中央セミナー12月学習会 

内容：ガーデニング講座（寄せ植え） 

会場：榛原保健センター ２階栄養指導室 

榛原文化センター 

0548-23-0002 

  13:30～ 6 年喫煙防止教室 

講師：花村一男 

会場：川崎小体育館 

川崎小学校 

0548-22-0027 
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18 月 13:30～ 講話会「私の夢（仮題）」 

講師：大阪大学大学院教授 八木哲也 氏 

場所：細江小学校体育館 

参加人数：180 名（5・6年生） 

細江小学校 

0548-22－0024 

19 火 09:00～11:00 しめ縄作り 

日本古来の伝統文化である「しめ縄作り」を５

・６年生が末広会の指導を受けて作る。 

場所：地頭方小学校    

地頭方小学校 

0548-58-0003   

 

  9:15～ クリスマス会 

ボランティアのサンタさんが来園してくれて、

一緒に遊んだり、プレゼントをもらったりする。 

場所：地頭方幼稚園 

人員：全園児 68名 

地頭方幼稚園     

0548-58-0501 

  10:00～11:30 財務行政懇話会 

開催趣旨：地域社会と財務省を結ぶ広報活動の

一環として、財務事務所幹部職員が、財政施

策等について、地域における各界・各層の皆

様方に説明するとともに、意見・要望等を中

央へ伝え、今後の施策の企画・立案・運営に

反映させることを目的に開催する。 

場所：市役所榛原庁舎４階会議室 

講師：東海財務局静岡財務事務所長 大津安治 

氏 演題 ｢我が国財政の現状と課題｣ 

主催：財務省東海財務局静岡財務事務所 

 

静岡財務事務所 

総務課 藤本 

054-251-4321 

財政課 

0548-23-0054 

  9:30～11:00 

 

いきいきクラブとの交流会 

場所：コミュニティーセンター 

対象者：５歳児と会のお年寄り 

人員：約 40人 

内容：お年寄りと一緒に遊び楽しく過ごす。 

牧之原保育園 

0548-27-2223 

 

  13:00～16:00 高齢者交通安全教室 

 牧之原警察署管内の運転免許を持った高齢者を

対象とした体験型交通教室を開催する。 

 場所：榛南自動車学校 

 参加人員：約 30名 

牧之原警察署 

0548-22-0110 

防災局 

0548-23-0058 
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19 火 13：45～14：30 お年寄りとの触れ合い 

場所：相寿園 

対象者：５歳児 

人員：13名 

地頭方保育園 

0548-58-0001 

20 水 10:00～12:00 クリスマス会 

場所：坂部保育園 

対象者：全員 

人員：65人 

坂部保育園 

電話：29－0208  

 

  21:00～22:00 

 

 

冬季少年補導 

内容：市三役、青少年健全育成推進員による巡

回補導活動 

会場：市内全域 

社会教育係 

0548-53-2646 

21 木 10:00～11:00 クリスマス会 

場所：静波保育園 

対象者：全員 

人員：98人 

静波保育園 

電話：22-0155 

  13:45～14:30 お年寄りとの触れ合い 

場所：地頭方ディサービス 

対象者：４歳児 

人員：19名 

地頭方保育園 

電話：58-0001 

22 金 9:30～11:00 

 

クリスマス会 

場所：勝間田保育園 

対象者：全園児 

人員：70人 

勝間田保育園 

電話：28-0329 

 

  10:00～11:00 クリスマスコンサート 

場所：菅山保育園 

対象者：1,2,3,4,5 才児 

人員：49名 

菅山保育園 

電話：52－3733 

  10:30～11:30 クリスマスお楽しみ会  

会場：総合健康福祉センターさざんか 2 階会議

室 

対象：未就園児親子 

参加人数：40組 

内容：歌・パネルシアター・ダンス・人形劇・

サンタさんからのプレゼント等 

子育て支援課 

子育て支援セン

ター 

0548－22－0174 
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22 金 13:30～14:00 クリスマスコンサート（榛原高校合唱部をお招き

してのクリスマスコンサート） 

場所：勝間田小学校体育館 

参加人数：児童 159 名 

内容：榛原高校合唱部 14 名がクリスマスソン

グを交えて子どもたちになじみの曲を７曲

披露してくださいます。 

勝間田小学校 

0548-28-0038 

23 土 08:30～11:30 フォーラム牧之原「子ども凧作り教室」 

 

内容：フォーラム牧之原・生涯学習グループが

主催する「小学生の凧作り教室」 

会場：榛原文化センター ロビー 

主催：フォーラムまきのはら･生涯学習グルー

プ 

フォーラム・パー

トナー 大石 

0548-23-0002 

24 日 08:30～12:00 牧之原区交通安全パレード 

概要：車６台にて交通安全を呼びかけるパレー

ドを行う。 

場所：牧之原区内 

参加人員：約 10名 

牧之原区 

0548-27-2910 

25 月 10:00～11:00 防犯教室 

場所：静波保育園 

対象者：園児全員 

人員：98人 

静波保育園 

電話：22-0155 

牧之原警察署 

防犯指導員 

 


