浜田市教育委員会 生涯学習課発行

石州神楽祭

【創立30年】 ＮＰＯ法人浜田おやこ劇場

ピアニカの魔術師による ひみつのピアニ
カ教室 鍵盤ハーモニカはかっこいい！
ピアニカの魔術師ミッチュリーさんを講師に、身近なピア
ニカをかっこよくかなでてみませんか？想像もできなかっ
た音色やパフォーマンスを一緒に体験できます。自分のピ
アニカをもってきて下さいね。
日 時：10月19日(土) 午前10時30分～11時30分
場 所：いわみーる体育室
定 員：先着30名（要申込み）
内 容：年長さん～小学６年生とその保護者
参加費：会員：無料
一般：年長～小学６年生 500円
保護者、兄弟さん入場無料
連絡先：NPO法人 浜田おやこ劇場
TEL/FAX 23-6396
メール oyako-chan@h8.dion.ne.jp

日
場
料

浜田マリン大橋のライトアップ実施
夜空に浮かび上がる浜田マリン大橋の
幻想的な景観をお楽しみください。
日
時

時：10月4日(金)から
10月5日(土)まで
間：日没から午前0時まで

連絡先：建設企画課都市計画係

TEL 25-9601

時：10月5日(土)
午前10時～午後2時
場 所：こくぶ学園正面玄関前
(雨天時 学園多目的ホール)
連絡先：こくぶ学園 TEL 28-0084

時

間：午後7時～9時
参加費：無料
※運動のできる服装で室内用シューズ持参
連絡先：生涯学習課スポーツ振興係 TEL 25-9721
日時

開催場所

日時

開催場所

9/6(金)

周布小体育館

9/12(木)

長浜小体育館

9/10(火)

国府小体育館

9/19(木)

四中体育館

9/11(水)

三階小体育館

アフリカの布でしおりを作ろう！
＆外国絵本の読み聞かせ
アフリカの布を使ってしおりを作ったり、中国からきた留
学生に絵本を読んでもらったり、外国のおもちゃで遊んだ
りしてみよう！
＊JICA海外協力隊の活動紹介、相談会と同時開催です。
日

時：9月23日(祝) 午前10時～午後1時
※読み聞かせ…①10時30分～ ②11時30分～
③12時30分～
場 所：浜田市立中央図書館（2階 多目的ホール）
対 象：どなたでも
参加費：無料
連絡先：島根県JICAデスク TEL 080-2934-8496
または(公財)しまね国際センター西部支所
TEL 28-7990 メール hamada@sic-info.org

ラ･ペアーレ浜田 後期講座・秋の体験会
日
受
講

日

瓦からみる浜田城
日

時：９月１５日(日)～１２月２２日（日）
（入館は午後4時３０分まで）
場 所：浜田郷土資料館
料 金：無料
連絡先：浜田郷土資料館 TEL 23-6453

TEL 24-1085

バウンスボール・ラダーゲッター
ファミリースポーツ教室

こくぶ学園秋まつり
地域の保育園や学校による発表、演奏、神楽やダンスなど
の出し物、焼きそば、たこ焼きなどの屋台（綿菓子、ポッ
プコーンは無料）

時：9月7日(土) 午後4時～午前0時(開場は午後3時)
所：石見公民館佐野分館（旧佐野小学校体育館）
金：前売り 2,000円 当日 2,500円 小学生以下無料

連絡先：浜田市観光協会

浜田ギターコンサート
日 時：9月29日(日) 午後2時～4時頃
場 所：石央文化ホール 小ホール
料 金：無料(ただし、コーヒー代等実費 500円)
連絡先：浜田ギタークラブ 三浦さん TEL 22-3369

ＮＯ.１９３

時：10月～令和2年3月
付：9月2日(月) 午前9時から
座：温水プール・トレーニングジム・スタジオ・
カルチャー・子ども向け教室など
(教室の内容・料金など、詳細は館内掲示や
ホームページなどでご確認ください。)

体育の日 無料開放デー
日
内

時：10月14日(祝)
容：温水プール(午前10時～午後9時)
トレーニングジム(午前9時～午後9時)
ラウンドフィットネス(午前10時～午後9時)の
利用を無料開放します。
※詳しくは電話で問い合わせて下さい

連絡先：ラ･ペアーレ浜田 TEL 22-1035
HP https://shinko-la-peare-hamada.com/

しまね海洋館
連絡先
もよおし(対象：どなたでも）
敬老週間

日

時

定員

9/15(日)～21(土)まで
9/17(火)は休館日

65歳以上は入館料無料

特別展 「太古からつながる海
～化石は語る～」

TEL 28－3900
TEL 28－3614
その他

年齢の証明ができるものをご提示ください

9/23(祝)まで

場所：3階特別展示室ほか

9月末までの
土・日・祝日
午前11時～・午後2時～

各回
15人

場所：バックヤード 対象：小・中学生
料金：無料(入館料に含む)
申込み：当日1階総合案内所へ

ゆったり親子の会
「シロイルカと写真撮影」

9/9(月)
午前10時50分～

10組

対象：未就学児と保護者
料金：無料(入館料に含む)
申込み：当日1階総合案内所へ

ファンクラブの日
「箱の中身はなんだろな？」

9/11(水)
午前11時30分～

わんぱく探検隊

場所：アクアス館内 対象：ファンクラブ会員
料金：無料(入館料に含む)

９月の神楽情報(雨天中止)
日程

社中

日程

※10月の詳しい予定は市報でご確認ください。

社中

1日(日) 佐野神楽社中

16日(祝) 下来原西組神楽社中

8日(日) 岡見神遊座

22日(日) 西村神楽社中

15日(日) 倭川戸神楽社中 23日(祝) 周布鳶巣神楽保存会
29日(日) 美川西神楽保存会

もよおし

日

時

場所

場所：アクアス隣はっしー広場ステージ
時間：午後1時～3時
連絡先：島根物産商事(株)
TEL 28-3388

料金・その他

申込み・お問合せ先

石見海浜公園 ノル
ディックウォーキング

9/15(日)
石見海浜 定員:30人程度
10/20(日)
公園予約 料金:無料
午前10時～正午頃 センター (ポールレンタルあり)

申込み:電話で
石見海浜公園予約センターへ
TEL 28-2231

浜田市ウォーキング協
会
健康ウォークin国府

料金:300円(軽食あり)
9/22(日)
※小学生以下は無料
国府公民
受付 午前9時30分
コース：6㎞・4㎞ 小雨決行
館発着
出発 午前10時
小学校低学年以下は保護者同
伴

※できるだけ事前に国府公民館へ
国府公民館 TEL 28-1270 また
は、浜田市ウォーキング協会 西川
さん TEL 090-9507-1755

第11回島村抱月
ウォーキング大会2019

9/28(土)
久佐公民 料金:300円(中学生以下無料)
受付 午前8時
館～久佐 ウォーキング後、軽食があり
出発 午前8時30分
地区
ます
午後0時30分終了

申込み:事前に予約可能な方は電
話・FAX・窓口など 当日参加も可
能です
久佐公民館 TEL/FAX 42-2666

あさひ健康ウォークin
都川「城山コース」

9/28(土)
午前9時30分～
正午

田代神社・城山城址コース
都川公民
約4km 雨天決行
館～
料金：無料

都川公民館

岡本甚左衛門
ウォーキング大会2019

10/19(土)
受付 午前8時
出発 8時30分～
午後0時30分終了

雲城公民 料金:300円(中学生以下無料)
館～雲城 ウォーキング終了後、軽食
地区
(キビライスカレー)あり

申込み:事前に予約可能な方は電
話・FAX・窓口など 当日の参加も
可能
雲城公民館 TEL/FAX 42-2076

TEL 47-0001

秋のピアノ＆ギター ソロコンサート
スケルツォ1番 ロ短調(ショパン)、アルハンブラの思い出(タレガ)など、クラシックの名曲から、
最近のポップスやオリジナル曲など､子どもから年配まで楽しめるよう様々な曲を織り混ぜたコンサートです。
日
料

時：9月23日(祝)
金：入場無料

午後1時～2時30分
出 演：味曽野貴由さん

連絡先：石正美術館 TEL 32-4388

後期スポーツ教室

令和元年度

教室名
曜日
剣 道
火・木
柔 道
水・金
ママ＆ベビー
木
キッズ３Ｂ
居 合 道

金

時間

募集対象
定員
小・中学生
50人
18:30～20:00
幼児～中学生
50人
乳児～入園前幼児 30組
10:00～11:30
と保護者
(60人)
小学校4年生～
18:30～20:00
10人
中学生

申込み：申込書と参加料・保険料を石見武道館へ持参して下さい。
※電話・メール等による申込みはできません。

期 間：10月1日(火)～令和2年３月7日(土)
参加料：幼・小・中・高校生 2,500円(週１回課程)
4,000円(週２回課程)
親子(保護者と幼児～入園前幼児) 6,200円
保険料：幼・小・中学生 800円 ※加入必須
受 付：9月7日(土) 午後1時から(※先着順)
※定員になり次第締切
体 験 : 教室体験は各教室1回までとし、
見 学 個人施設料をいただきます。
見学は何回でも無料です。
※各教室の開講日など詳しくはお問い合わせ下さい。
連絡先 島根県立石見武道館
担当 前田さん TEL 23-7170

石見武道館10月「スポーツ推進月間」
申込み：剣道稽古会は事前申込みが必要になります。電話または石見武道館窓口で
申し込んでください。その他のイベントは申込み不要です。当日、当館へお越しください。
連絡先：石見武道館

TEL 23-7170

タイトル

日

時

内容・対象

スポーツ体験＆チャレンジデー

10/6(日)

午前9時～午後9時

トレーニング室・アリーナを無料開放します。

剣道稽古会

10/18(金)

午後6時30分～8時

対象：小学生

3B体操体験会

10/27(日)

午前10時～11時30分

対象：希望者

令和元年度 後期スポーツ教室
期 間：10月11日(金)～3月19日(木)
受 付
9月8日(日) 午後1時から(※先着順)
保険料：(スポーツ安全保険)幼・小・中学生 800円
※スポーツ保険の加入は必須です
申込み：申請書・参加料・保険料を添えて県立体育館へご持参下さい。
＊電話、インターネットによる申込みはできません。
連絡先：県立体育館
教室名

曜日

キッズ広場

火

キッズ体操

水

体操競技クラブ

15:20～16:20

火・水 16:30～18:30

ふれあい広場
体操

実施時間

16:00～17:00
木

ジュニア卓球
ジュニアテニス
ジュニアダンス
トランポリン
※小学生は保護者が同伴して下さい

17:00～18:30

金
木

19:00～20:50

募集対象

定員

年中(H26.4月～H27.3月生)

15人

年長(H25.4月～H26.3月生)

20人

小学1～6年生

30人

小学校1～3年生

60人

小学校1～6年生

45人

小学校4～6年生

30人

TEL 23-1201
参加料
2,500円
週2回 4,000円

2,500円

20人

小学校1～6年生

20人

5,000円

小学生以上

30人

小中高 2,500円
親子 6,200円

※複数の教室に参加する場合、体操競技クラブとトランポリン(親子)を除き、2つ目から2割引きとなります。

☆ホリデー創作活動【９月】
《変身アニメボックス》
ひもを引っ張ると絵が変わる
おもちゃづくりに挑戦！
日にち：9月7日(土)・8日(日)
参加費：1人 100円

☆動くアートの秘密展
作家たちが描いたパラパラ漫画を手に取って見たり、
自分でスタンプを押してパラパラ漫画を作ることも
可能。最終日の23日には、出品作家が展示
室内で簡単なワークショップを行います。

《割りピンで動くアート》
割りピンを使って、動く作品をつくるよ。
どんな動きができるかな？
日にち：9月14日(土)～16日(祝)
参加費：1人 200円

会
料

《ガラスカレット万華鏡》
ガラスのかけらを入れて、カラフルな
世界をのぞいてみよう！
日にち：9月21日(土)～23日(祝) 参加費：1人400円
定 員：先着40人
※いずれの活動も午後1時から
参加受付は、当日3時30分までに１F創作室にて

期：9月23日(祝)まで
金：一般 500円 高校・大学生 300円
小学・中学生 200円

連絡先：浜田市世界こども美術館
TEL 23-8451
FAX 23－8452
メール hama-b@nifty.com
※１０月の予定は市報でご確認ください。

2019/９・10月の予定
浜田のまちの縁側 子どもの居場所
水曜日 子どもの居場所 開所時間 15：00～1８：00 10月からは冬時間～17:00まで
土曜日 みんなの居場所 子どもからお年寄りまでどなたでも 下記の予定をご覧ください。
・学校帰りに直接寄る時は必ずおうちの方に許可を得て参加してください。
・まちの縁側では、決められた活動ではなく、子どもたちが主体的に自由に遊ぶ時間を大事にしています。
就学前のお子さんは保護者同伴にて参加できます。
・絵本の貸し出しをしています。子どもが読んでほしい本があったら読み聞かせもしています。
９月

７日(土)

午後1時～4時

フリータイム

９月１４日(土)

午後1時～4時

おやつづくり：スウィートポテト

９月２１日(土)

お休み

９月２８日(土)

午後1時～4時

おはなし会＆だがしやさん

５日(土)

午後1時～4時

フリータイム

１０月１２日(土)

午後1時～4時

おはなし会＆だがしやさん

１０月

いろんな工作もできます
1人100円

ひとつ10～50円

いろんな工作もできます
ひとつ10～50円

１０月１９日(土) 午前10時～午後4時
★申し込み：なるべく前日までにまちの縁側へ
★連絡先 ０９０-８０６４-７９４０ （栗栖）
★持ち物：エプロン、三角巾、昼食代5００円
★就学前のお子さんも保護者さんと参加できます。
親子でのご参加お待ちしています。

午前１０時～午後１時
浜田ツーリズム ニコニコキッチンさんの料理教室
薪でご飯を炊いて、炭でさんまを焼きま～す
※価格により魚の種類は変更するかもしれません。
午後１時～４時 フリータイム

１０月２６日(土)

午後１時～４時

おやつづくり：りんごのケーキ

１１月

午後１時～４時

フリータイム

２日(土)

1人100円

いろんな工作もできます

えんがわＣａｆｅ ９月11日（水）午前10時～午後3時
どなたでもお気軽においでください。おむつかえもできます。
申込み・連絡先：浜田のまちの縁側 浜田市相生町3808
ＦＡＸ 23－0224
携帯（代表栗栖） 090-8064-7940
krs.engawa@ezweb.ne.jp
ブログもご覧ください
http://blog.canpan.info/h-engawa

共育ロゴ

