牧之原市 11 月の行事予定一覧
平成 18 年 10 月 27 日 記者懇談会資料

日

時

行事

連絡先

10/28（土）～11/23（木） 大鐘家菊花まつり

大鐘家

09:00～17:00

0548-52-4277

料金：大人 500 円 子供 300 円

11/06（月）～11/17（金） 税の作品展

税 務課納 税推 進

概要： 島田税務署管内納税貯蓄組合連合会では、

室

次代を担う少年少女に、税についての関心と 0548-23-0022
正しい理解を深めてもらうため「税に関する
作品」を募集したところ、市内の小学校 11
校からポスター70 点、習字 288 点、2 中学校
から作文 59 点の応募がありました。萩間小
学校の藤澤なつみさんのポスターが静岡県
教育長賞を受賞しています。
これらを、11 月 6 日から 11 月 17 日まで相良
庁舎、榛原庁舎のロビーに展示します。
場所：榛原庁舎市民ラウンジ
相良庁舎玄関ロビー
11/10（金）～12/08（金） （相良地区で初めて開講の）初心者バウンドテニ スポーツ振興課
19:00～
（全 5 回）

0548-23-0091

ス講習会
会場：牧之原市海浜体育館
対象：高校生を除く牧之原市在住・在勤の一般
男女
定員：30 名（定員になり次第締切）
〆切：11 月 8 日（水）午後 5 時まで
申込方法：電話にてスポーツ振興課まで申込み

11/11（土）～12/16（土） ファミリーバドミントン講習会（しずおか型地域 スポーツ振興課
19:00～
（全 5 回）

スポーツクラブモデル事業）
会場：牧之原市相良Ｂ＆Ｇ海洋センター（11／
11、12／9、16）、牧之原市静波体育館（11／
18、12／2）
対象：牧之原市在住・在勤の一般男女（親子参
加であれば小学４年生以上は参加可能）
〆切：11 月 8 日（水）午後 5 時まで
申込方法：電話にてスポーツ振興課まで申込み
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0548-23-0091

日

曜

時間

１

水

09:00～12:00

行事
祖父母触れ合い散歩
場所：地頭方保育園周辺

連絡先
地頭方保育園
0548-58-0001

対象者：全園児と祖父母の計 120 人
09:20～11:00

相良幼稚園

みかん狩り

概要：大江区の神谷さんのお孫さんが幼稚園に 0548-52-1165
来ている頃からずっと続けてくれています
（15 年位）。
みかんを食べたり、おみやげをいただいたり
し、秋の収穫を楽しませていただく。
参加：年長・年中（96 人）
09:30～11:00

消防署協力の避難訓練

静波西保育園

場所：静波西保育園

0548-22-0041

対象者：全園児 52 名
09:30～12:00

「社会福祉施設防災の日」総合防災訓練を特別養 高齢者支援課
護老人ホーム「聖ルカホーム」にて実施

0548-23-0076

場所：特別養護老人ホーム「聖ルカホーム」
その他：牧之原市健康福祉部、防災局出席
09:30～12:00

お年寄りとの集い（寿友会）
場所：菅山保育園ホール

菅山保育園
0548-52-3733

対象者：4、5 才児 24 名、お年寄り約 20 名
13:30～15:30

こころざし映画会

榛原中学校

概要：文化庁が主催する「子どもの映画鑑賞普 0548-22-0025
及事業」により行う映画上映会。
「伊能忠敬－子午線の夢－」は、不屈の精神
を持って事を成し遂げる主人公の伊能忠敬
の生き方を描いた映画であり、この映画を通
して中学生の生き方指導の参考となるもの
である。
なお、映画館での映画鑑賞の機会が減少して
いる中学生への映画鑑賞機会の提供も目的
としている。
場所：榛原文化センター
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日

曜

時間

1

水

15:00～16:00

行事
松崎町岩科地区女性会との交流会
場所：高尾山石雲院

連絡先
空港対策課
0548-23-0046

参加者：松崎町岩科地区女性会 22 名、
牧之原市榛原地区・相良地区女性団体連絡協
議会 12 名
内容：富士山静岡空港見学、牧之原市長及び県
静岡空港建設事務所長などとの意見交換。
市としては、富士山静岡空港に関心を持っ
ていただけるよう協力するもの。
16:00～17:30

チャレンジ学校（5 日目）
内容：ソフトバレー体験

牧之原小学校
0548-27-2314

場所：牧之原小学校体育館
参加人員：3～6 年児童 55 人
2

木

15:00～21:20

チャレンジ学校（6 日目）

牧之原小学校

内容：テント張り、カレー作り、お楽しみ会、 0548-27-2314
班ごとの発表
場所：牧之原小学校運動場、体育館
参加人員：3～6 年児童 55 人、ボランティア 20
人
3

金

09:30～10:00

チャレンジ学校（閉校式）
場所：牧之原小学校体育館

牧之原小学校
0548-27-2314

参加人員：3～6 年児童 55 人、保護者 60 人程度、
来賓 20 人程度
主催：原っ子チャレンジ学校実行委員会
目的：異年齢の集団生活を通して、自己の立場
や役割を自覚させ、よりよい人間関係を育て
る。
家庭から離れて生活し、家庭の良さやあり
がたさを知る。
牧之原の子は牧之原区民で育て、教育力の
向上を図る。
4

土

09:00～

榛原地区駅伝競走大会（吉田公園）

相良中学校、榛原

概要：榛原地区の各中学校から、陸上部等から 中学校、牧之原中
選抜された選手が集まり、駅伝競走を行う。 学校
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日

曜

時間

4

土

09:45～10:00

行事

連絡先

平成 18 年度災害ボランティアコーディネーター 静 岡 県 ボ ラ ン テ
ィア協会

養成講座開講式

概要：県の委託を受けて NPO 法人静岡県ボラン 054-255-7357
ティア協会が開催するもの。3 日間を 1 コー
スとして実施。市長来賓挨拶。
会場：総合健康福祉センターさざんか
18:00～

牧之原市誕生一周年記念チャリティ公演「新日本

大鐘家

（開場）

舞踊と津軽三味線の夕べ」

0548-52-4277

18:30～

会場：大鐘家 あじさい庭園内特設ステージ

（開演）

料金：3,500 円(文化財及び菊展観覧料含む)
主催：大鐘家菊まつり 2006 実行委員会
その他：雨天の場合は 5 日に順延

4

土

～
5

日

(昼)12:30～

第 1 回牧之原市文化祭（芸能発表会）

(夜)18:00～

会場：榛原文化センター

(昼)12:30～

内容：民謡､舞踊､歌謡､大正琴､太鼓､合唱､ダン (榛原文化センタ
ス等の芸能発表
主催：牧之原市文化協会

5

日

市文化協 会事務

09:00～

牧之原区公民館まつり

局
ー内)
0548-23-0002
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：牧之原中学校
09:30～14:30

相良区公民館まつり

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：相良区コミュニティ防災センター
10:00～16:00

消費生活展

商工観光課

内容：消費生活に係る展示・販売・手作り体験 0548-53-2623
教室（牛乳パックで作る紙ひも入れ・アクリ
ルたわしの作成）
会場：静波体育館
主催：牧之原市消費者協会
6

月

09:30～11:00

全園児 72 名による消防署協力の避難訓練
場所：勝間田保育園

7

火

08:10～08:25

外部講師による朝礼
場所：相良小学校体育館
内容：増田哲也さん（SBS カメラマン・相良小
学校卒業生）の話
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勝間田保育園
0548-28－0329
相良小学校
0548-52-1433

日

曜

時間

7

火

08:30～15:00

行事
お茶の手揉み体験

連絡先
牧之原小学校

内容：お茶に関する学習の発展として、手揉み 0548-27-2314
を体験する。
場所：ＪＡ萩間支店
参加：3 年生児童 33 人、手揉み保存会 3～4 人
09:30～11:00

かつまたばしょ相撲大会

勝間田保育園

概要：日本の国技である相撲体験。同年齢同士 0548-28-0329
で相撲をとる。四股名を各家庭で考え、のぼ
り旗を作成する。
場所：勝間田保育園
対象者：全園児 72 名
09:30～11:00

消防署協力の避難訓練
場所：坂部保育園

坂部保育園
0548-29-0208

対象者：全園児 64 名
13:30～15:30

3 年生親子活動 茶揉み体験

勝間田小学校

内容：ふるさと学習（総合的な学習の時間）で 0548-28-0013
地域の茶産業についての学習に取り組んで
います。その一貫として、「茶揉み」を親子
で体験します。体験後は、親子で揉んだお茶
を味わいます。
講師：手揉愛好会 5 名 代表 本杉恒章氏
場所：勝間田小体育館
参加人員：3 年生児童 25 名、保護者 25 名、担
任１名
13:30～15:30

園児と交流会（楽らく倶楽部）
場所：静波防災センター

静波西保育園
0548-22-0041

対象者：5 歳児 14 名
13:45～15:35

ドリームフロンティア学習・校外学習（1 年生）
概要：DF 学習で校外学習を行う。
1、2 組は環境領域の学習。静波海岸で、静波
海岸ボランティアの会の方達と活動する。
3、4 組は坂部の農家の方に協力いただき、ト
マト農家、バラ農家の話を聞く。。
7 組は空港に行き、感性しつつある空港に
関する話を聞いたり、現地を見学する。
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榛原中学校
0548-22-0025

日

曜

7

火

時間
08:00～

連絡先
相良中学校

職業体験

概要：「働くことの意義、喜びを知ると共に職 0548-52-1233

～
9

行事

木

業について真剣に考える」「地域の一員とし
ての自覚を深める」ことを目標に、2 年生 200
余名が学区内の事業所、公共施設を中心に 3
日間職場体験学習を行う。

7

火

08:30～

概要：ボランティアグループ「スマイル」によ 0548-52-1233

～
9

相良中学校

凧づくり

木

る指導を受け、１年生全員が凧づくりに挑戦
する。

8

水

09:00～

参観会・リサイクルバザー(保護者による販売)

（参観会）

場所：地頭方幼稚園

10:00～

参加者：140 人位(園児・保護者家族)

地頭方幼稚園
0548-59-0501

（バザー）
09:30～10:30

消防署協力の避難訓練
場所：菅山保育園園庭

菅山保育園
0548-52-3733

対象者：全園児 49 名、職員 9 名
09:30～11:00

消防署協力の避難訓練
場所：静波保育園

静波保育園
0548-22-0155

対象者：全園児 98 名
13:45～15:00
（講演）
15:15～16:00
（分散会）

学校保健委員会

勝間田小学校

テーマ：食と笑顔と心の持ち方「ビタミンで元 0548-28-0013
気」
講師：神谷料理研究所 神谷信将氏
場所：勝間田小学校多目的ホール
参加者：ＰＴＡ会員約 100 名、職員 12 名
その他：講演後、分散会を開き、家庭での食育
について話し合いを行う。

19:00～21:00

協働によるまちづくり講演会
概要：協働によるまちづくりのあり方につい
て、市民の方々が主体となり、下記のとおり
講演会を開催する
会場：榛原高等学校学習館
講師：日詰一幸氏(静岡大学教授)
「市民参加と協働によるまちづくり」
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秘書政策課
0548-23-0052

日

曜

時間

9

木

14:30～15:30

行事
学校保健委員会「健康な歯肉を手に入れよう」

連絡先
菅山小学校

出席者：5、6 年児童、保護者、歯科医、学校職 0548-52-0558
員
10

金

08:30～17:00

相良・萩間・地頭方 合同万年青大学
内容：富士山静岡空港等視察研修

相良公民館
0548-52-1021

参加人数：約 70 人
09:00～12:00

地頭方小学校

校内持久走大会
場所：地頭方小学校

0548-58-0003

概要：自分なりの目当てをもって、長い距離を
走り切ることで困難を乗り越えようとする
心を育てる。
09:30～11:00
14:00～15:30

全園児 85 名による消防署協力の避難訓練

細江保育園

場所：細江保育園

0548-22-5263

お父さんとクッキング

牧之原保育園

場所：牧之原保育園

0548-27-2223

対象者：4、5 才児とお父さんの 70 人
11

土

08:15～15:00

牧之原小中学校合同文化祭

牧之原小学校

概要： 本年度から小中連携の推進を深めてい 0548-27-2314
く中のひとつとして、本年度より小中合同で 牧之原中学校
文化祭を実施する

0548-27-2803

場所：牧中体育館
参加人員：全校児童187人、中学生84人
内容：午前 合唱等小中学生の発表
午後 中学生総合学習の発表
08:30～11:20

全校児童（186 名）による萩間伝説劇場
会場：萩間小学校体育館
目的：地域に親しみをもち、表現力を高める。
内容：総合的な学習の時間を活用して、各学
年・学級ごとに地域の伝説・歴史・文化等を
調べ、それを劇にして発表する。
その他：この行事は、本校の伝統にもなってい
るもので、例年、保護者をはじめとして多く
の地域の方に観ていただき、好評を博してい
る。昨年は「鈴木梅太郎物語」「牧之原市誕
生物語」等も含めて行われた。
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萩間小学校
0548-54-0020

日

曜

11

土

時間
09:00～

行事

連絡先
片浜小学校

浜っ子発表会

0548-52-0311

参加者：全学年
内容：全学年で、学習の発表
13:00～14:30

細江小学校

音楽発表会
場所：細江小学校体育館

0548-22-0024

目的：細江小学校のじまんである歌声を地域に
広めることで、更なるじまんをのばす。
内容：学年ごとの歌声発表。各学年１０分ずつ。
さらに、職員の合唱を披露する。（全校児童
参加）
13:00～16:00

※ 保護者及び地域へ公開

平成 18 年度静岡県消防大会及び意見発表会
会場：榛原文化センター

防災局
0548-23-0057

内容：県内各消防団が集い、功労者への表彰や
議事協議等を行う。
出席者：約 400 人
主催者：県消防協会
12

日

08:30～
（開会式）
09:00～14:00

第 1 回牧之原市長杯バレーボール大会
会場：静波体育館ほか
地頭方区公民館まつり

体育協会事務局
0548-52-4600
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：地頭方区公民館
09:00～15:00

菅山区公民館まつり

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：菅山区公民館
09:30～15:30

社会教育課

勝間田城址 530 年祭
会場：勝間田城址

神事 10:00～

0548-53-2646

講演：大塚玉穂氏
・オープニング 川崎幼稚園児「鼓笛隊」
・城址所縁講演

講師：勝間田喜明氏（御殿

場市教育委員）
・勝間田小学校児童ダンス「風雲勝間田城」
・牧之原ダンシング茶々、牧之原総踊り、は
いばら太鼓保存会
・縄巻修巳氏（勝間田区出身）の尺八演奏
主催：勝間田城址 530 年祭実行委員会
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日

曜

時間

12

日

10:00～15:00

行事
波津第 4 ブロック公民館まつり

連絡先
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：大原公民館
10:00～19:15

第 16 回藤田まさと先生を偲ぶ歌の祭典カラオケ 歌 の 祭 典 運 営 委
員会事務局

コンクール
会場：榛原文化センター

(榛原文化センタ

内容：カラオケコンクール

ー内)

10:00～14:00

予選（80 人）

15:30～17:10

本選（20 人）

17:45～18:45

ゲスト歌手「鏡五郎オンステ

0548-23-0002

ージ」
入場料：前売 2,000 円、当日 2,500 円
主催：歌の祭典運営委員会
13

月

10:30～12:05

2 年生親子活動「親子でエアロビ」

勝間田小学校

内容：「親子で心も体もリフレッシュ」をテー 0548-28-0013
マにヨガやリズム体操で親子で汗を流しま
す。親子活動として、本校初めての試みです。
バスタオル・浴用タオル・新聞紙・ラップの
芯等を用具として活用します。
講師：山田季美氏
場所：勝間田小学校体育館
人数：2 年生児童 31 名、保護者 31 名、担任 1
名
14

火

08:30～11:00

消防署避難訓練

萩間保育園

場所：保育園園庭

0548-54-1230

対象者：3～5 才児 50 名
10:00～12:00

県サッカーキッズクリニック巡回指導
場所：勝間田保育園

勝間田保育園
0548-28-0329

対象者：年長児 21 名
15

水

09:00～10:00

七歳祝い式

地頭方幼稚園

概要：地区幼保すべての 5 歳児の七歳祝い会
主催：地頭方地区区長
場所：地頭方幼稚園
参加者：神主・市議・民生委員・園児・保護者
等 130 人位
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0548-58-0501

日

曜

時間

15

水

09:00～11:00

行事

連絡先
牧之原保育園

お芋祭り（保護者会主催）

0548-27-2223

場所：保育園園庭
対象者： 全園児と役員

※ １年生招待

人員：120 人
09:45～10:05

かけ足スタートの会
参加：全校児童（186 名）

萩間小学校
0548-54-0020

会場：萩間小学校運動場
目的：持久走大会に向けて、かけ足練習をして
いこうとする意欲をもつ。
内容：体育主任からの説明と、実際のかけ足。
10:00～

七五三祝い式（地区主催）
場所：一幡神社

菅山保育園
0548-52-3733

対象者：5 才児 14 名
13:00～15:00

静波区楽らく倶楽部との交流会
場所：静波防災センター

静波保育園
0548-22-0155

対象者：5 才児 23 名、職員 3 名
19:00～20:00

市町村対抗駅伝選手激励会

スポーツ振興課

概要：第７回市町村対抗駅伝大会大会（12 月 2 0548-52-4600
日）を前に、代表候補選手を激励する。
水曜日がチーム練習日なので、これに合わせ
て行う。
市実行委員会を代表して市長・会長が、練習
前に激励の言葉を述べ、練習開始後は、各自
選手に応援の声をかけていただく。
（雨天の場合はぐりんぱる会議室）
主催：静岡新聞社・静岡放送
16

木

10:20～11:05

5 年生（31 名）参加の食に関する指導
会場：萩間小学校 5 年生教室

萩間小学校
0548-54-0020

講師：佐藤栄養士（給食センター）
内容：「朝食をしっかりとろう」という内容で、
食育の一環として行う。
17

金

09:00～11:00

お年寄りとの集い（スノードロップコンサート）
場所：保育園ホール
対象者：3、4、5 才児と地区のお年寄り
人員：園児 50 名、お年寄約 25 名
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萩間保育園
0548-54-1230

日

曜

時間

17

金

10:30～11:30

行事

連絡先
子育て支援課

母と子のコンサート

会場：総合健康福祉センターさざんか 2 階和室 子 育 て 支 援 セ ン
対象：未就園児の親子・妊娠中の方

ター

定員：80 組

0548-22-0174

要申込み（無料）

内容：ママさんバンド「アンダンテ・アンダン
テ」の演奏
13:30～15:00

社会教育係

テレビ寺子屋公開収録
会場：榛原文化センターホール

0548-53-2646

講師：女優 東ちづる氏
聴講整理券：10／23 から無料配布
13:30～16:30

研究発表会（榛原地区教員）

地頭方小学校

場所：地頭方小学校

0548-58-0003

榛原地区教育協会の指定を受け、Ｈ17・18の2
年間、授業改善の研究に取り組み、授業を通
して研究発表を行う。
13:30～

家庭教育学級（絵本のお話）

坂部保育園

内容：講師 関口徹先生 『幼児期にはたす絵 0548-29-0208
本の役割』
場所：坂部保育園遊戯室
対象者：保育園保護者 55 名
18

土

08:30～11:05

はばたき学習発表会

川崎小学校

内容：総合的な学習の時間や生活科で学んだこ 0548-22-0027
とを他学年や保護者、地域の人に発信する。
会場：川崎小学校各教室
08:40～11:00

アイデア学習フェスティバル

菅山小学校

内容：児童による学習発表会
09:00～21:00

坂部区コミュニティセンター 文化祭
内容：区民の生涯学習活動発表（展示）

0548-52-0558
相良公民館
0548-52-1021

会場：坂部区コミュニティセンター
14:00～

榛原図書館公開親子読書会
場所：特別養護老人ホーム
内容：紙芝居

榛原図書館
うたしあ

昔のうたや遊びをとおして地域

の高齢者と子どもの世代間交流をはかる。読
書週間の一環として開催。
主催：親子読書会・榛原図書館
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0548-23-0094

日

曜

時間

19

日

09:00～17:00
（展示）

行事
坂部区コミュニティセンター 文化祭
会場：坂部区コミュニティセンター

連絡先
相良公民館
0548-52-1021

12:00～17:00
（芸能）
09:00～15:00

田沼意次侯御城下まつり 2006
内容：ステージイベント及び出店

商工観光課
0548-53-2623

会場：相良小学校グラウンド
主催：田沼意次侯御城下まつり 2006 実行委員会
10:00～12:00

平成 18 年度消防協会榛原支部消防操法大会
会場：静波グラウンド

防災局
0548-23-0057

内容：支部管内４市町消防団が２部門（自動車
ポンプ・小型ポンプ）で操法を競う。
20

月

10:00～10:45

富士山を文化遺産に。ふじっぴーと遊ぼう
場所：勝間田保育園

勝間田保育園
0548-28-0329

対象者：全園児 72 名
14:00～15:20

萩間明るい子供を育てる会

萩間小学校

参加：市教委、区長、民生児童委員、駐在所、 0548-54-0020
学校評議員、PTA、本校職員ほか（約 40 名）
会場：萩間小学校多目的教室
目的：地域ぐるみで子供の健全育成を図る。
内容：地域全体で子供を不審者から守る取組に
ついての話し合いを行う。
21

火

09:45～12:35

榛原未来構想発表会

榛原中学校

概要：3 年生が、5 月から DF（ドリームフロン 0548-22-0025
ティア）学習の授業で考えたりまとめたりし
たものを、発表します。下級生も参観します。
22

水

08:30～

1・2 年生が島田市立湯日小学校との交流
会場：湯日小学校

10:30～11:15

5・6 年音楽鑑賞

片浜小学校
0548-52-0311
川崎小学校

概要：グループ「コールマリン」により、5、6 0548-22-0027
年生に美しい歌声の合唱を聴く機会をつく
る。
会場：川崎小体育館
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日

曜

時間

22

水

12:50～16:30

行事
外国人児童生徒支援事業研究中間発表会
場所：細江小学校体育館及び各教室

連絡先
細江小学校
0548-22-0024

目的：本校の外国人児童支援についての研究を
地域及び他校職員に発表することで、現在の
研究の成果を確かめ今後の研究に生かす。
内容：アトラクション(全校集会）、全学級授業
公開、研究発表、講演会（常葉学園大学 渋
谷恵教授）
※ 牧之原市教委及び細江小共同主催
13:50～

全校「生き方指導講演会」

相良中学校

概要：外部講師をお招きし、中学生として、社 0548-52-1233
会の一員としての生き方について考える場
とする。
※ 現在講師調整中
19:00～20:30

萩間地区・萩間小学校防災連絡会議

萩間小学校

参加：市教委、市防災課、区長、各区防災委員、 0548-54-0020
PTA、本校職員ほか（約 25 名）
会場：萩間小学校多目的教室
内容：防災訓練の計画と児童の参加、地域の防
災対策の現状確認と今後の対策等
23

木

09:30～15:00

大沢区公民館まつり

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：大沢区公民館
10:00～15:00

Shizuoka スーパーキッズ大会への参加

静岡県体育協会

目的：新体力テストへの取組を喚起し、体力向 054-265-6464
上を図る。
主催：財団法人静岡県体育協会
会場：草薙総合運動場
種目：50ｍ走、立幅跳び、二重跳び他
参加：本校児童 6 年生 15 名程度（新体力テス
トにおける高得点者）
その他：本校では、ソーランやリズム縄跳びへ
の取組により、体力が向上し、新体力テスト
の結果も年々向上してきている。今年度も満
点合格者が７名出るほどの成果を挙げてい
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萩間小学校
0548-54-0020

日

曜

時間

行事

連絡先

る（榛原地区全体でも 10 名程度である）。
このほど、新体力テストにおける高得点者を
対象とした「Shizuoka スーパーキッズ大会」
が開催されることを知り、腕試しも含めて参
加の申込をしたところである。
23

木

13:30～16:00

平成 18 年度 第 2 回 男(ひと)と女(ひと)のフォ 牧 之 原 市 榛 原 女
性団体連 絡協議

ーラム
会場：榛原文化センター3F 大会議室

会事務局

内容：講演会「母の老い支度」

(榛原文化センタ

講師 日本福祉大学
教員

中央福祉専門学校

専任 ー内)

渡辺哲雄氏

0548-23-0002

主催：牧之原市榛原女性団体連絡協議会
24

金

08:35～10:15

祖父母ふれあい活動

牧之原小学校

内容：藁細工、竹細工、裁縫、昔の遊び等を通 0548-27-2314
して祖父母の方たちとふれ合う。
場所：牧之原小学校体育館等
参加人員：高学年児童 91 人、祖父母 40 人程度
09:00～10:30

収穫祭

地頭方小学校

場所：地頭方小学校田んぼの学校

0548-58-0003

参加者：5・6年生、末広会
内容：収穫したモチ米や古代米で餅つきをし、
収穫を祝う。指導にあたるのは、末広会の方
々である。
09:20～11:15

黒沢俊二先生（常葉学園大学助教授）による模範 川崎小学校
授業

0548-22-0027

概要：4 年 2 組の子どもたちで算数の授業を実
施してもらい、その後事後研修会をもつ。
会場：川崎小 4 年 2 組教室
10:00～11:00

スノードロップコンサート
場所：保育園ホール

菅山保育園
0548-52-3733

対象者：2、3、4、5 才児 44 名
13:50～14:35

防災訓練

菅山小学校

概要：避難訓練、防災教室（消火器訓練、けむ 0548-52-0558
り体験、消防車見学）

- 14 -

日

曜

時間

25

土

08:30～11:05

行事
サザンカのつどい

連絡先
相良小学校

内容：生活科や総合的な学習の時間で学んだこ 0548-52-1433
とを、他学級の友達や家の人・地域の人たち
に発表したり、発表を聞き合ったりすること
で、学習をふり返り、その足跡を確かめるよ
い機会とする。
11:45～12:20

PTA 共催相小バザー
場所：相良小学校体育館

相良小学校
0548-52-1433

内容：5，6 年の子どもたちの有志とＰＴＡで協
力して創りあげたバザー。あいさつや人の立
場に立つことの大切さや環境教育について
学ぶ機会とする。
26

日

08:30～15:00

神寄区公民館まつり

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：萩間公民館
09:00～

波津第 2 ブロック公民館まつり

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：波津コミュニティセンター
09:10～11:20

牧之原市子ども会綱引き大会

榛原児童館

場所：静波総合グランド（雨天 静波体育館） 0548-22-6975
参加人数：相良地区 260 名、榛原地区 144 名
内容：小学校単位でチームを作り対戦する。
09:30～11:30

相良地区三歳児を持つ親の学級『おとうさんとい 相良公民館
っしょ野外編』

0548-52-1021

内容：お父さんと一緒にドングリを使った工作
や野外クッキングを行います
会場：油田の里公園
09:30～14:30

福岡区公民館まつり

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：福岡区公民館
10:00～

テーピング講習会
場所：牧之原市相良 B＆G 海洋センター2F
内容：足首（ねんざ予防・再発予防）、手首・
指のテーピング
対象：牧之原市在住・在勤者
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スポーツ振興課
0548-53-2648

日

曜

時間

26

日

日程未定

行事

連絡先

片浜区公民館まつり

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：コミュニティ防災センター
27

月

14:00～

建設課

リバーフレンドシップ調印式
会場：榛原庁舎 4 階 1・2 会議室

0548-53-2627

対応：市長・土木事務所所長
対象：勝間田川 新戸上・下
朝生川

朝生 1・2

〃

勝間上（上・下）

〃

勝間下（上・下）

以上８地区と調印
18:00～18:30

平成 18 年度「花咲くしずおか」花いっぱいコンクール

環境課

受賞報告

0548-53-2610

・牧之原市花の会
職場・地域の部（面積 200 ㎡以上の部）優秀賞
受賞
・萩間小学校
学校の部優良賞受賞

19:00～20:30

牧之原市文化講演会

社会教育課

会場：相良史料館ホール

0548-53-2646

内容：三遊亭楽太郎。演題「笑いある人生」
※ 聴講券が必要
主催：牧之原市教育委員会
28

火

19:30～20:30

社会教育課

市町村対抗駅伝選手壮行会
概要：牧之原市代表選手紹介、代表旗（市旗）の授

スポーツ振興課
0548-52-4600

与、代表選手指名書交付、激励の言葉、監督あい
さつ

29

水

10:00～

さつまいも掘り

片浜小学校

参加者：全学年

0548-52-0311

場所：学校前の農園
13:45～

避難訓練（全学年）

榛原中学校

概要：本年度初の取組として、学校で地区ごと 0548-22-0025
に分かれて、各地区の避難地へ移動します。
避難地で地区ごとに担当の教員の確認を受
けた後に自宅に帰ります。
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日

曜

時間

29

水

13:45～14:30

行事

連絡先
坂部小学校

薬学講座

内容：児童に医薬品の正しい知識の普及を図る 0548-29-0200
とともに、喫煙やシンナー等の薬物の乱用に
よる弊害の周知を図る。
参加児童：5・6 年児童
講師：学校薬剤師 大石洵一先生
場所：坂部小学校体育館
13:45～14:45

音楽鑑賞（コールマリーン）
場所：相良小学校大プレイルーム

相良小学校
0548-52-1433

内容：地域のコーラスグループでコールマリー
ンにお願いして、5 年生が音楽鑑賞をする。
30

木

10:30～12:10

いも版画教室（２年親子活動）
講師：四ノ宮校長

川崎小学校
0548-22-0027

会場：川崎小学校
13:30～
（予定）

思春期システム

牧之原中学校

主催：健康づくり課主催
場所：牧之原中学校
内容：牧中２年生が赤ちゃんと（乳幼児）のふ
れあいを図る。
特色：昨年度から健康づくり課が主催して実施
している思春期システムの中で中学生が本
物の赤ちゃんとふれあうことで、未来体験を
通して命の尊さや優しさにふれる。

- 17 -

0548-27-2803

