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浜田養護学校

はまようまつり

日
場
内

時：11月16日(土) 午前9時30分～午後2時
所：浜田養護学校
容：学習発表会、作業学習製品販売、
神楽部による上演など
連絡先：浜田養護学校 TEL 28-2200

なつかしの国石見 2019日本石見神楽大会
日
料

時：11月17日(日) 午前9時～午後5時30分
金：前売り 一般 1,500円 小・中学生 500円
(当日300円増)
場 所：石央文化ホール
連絡先：日本石見神楽大会実行委員会(観光交流課内)
TEL 25-9531

軽スポーツの集い(バウンスボール大会)

プロ棋士と対戦できる！将棋大会

対 象：小学校4年生以上
ハンデ戦で将棋のプロにちょうせんしてみませんか？
あなたの実力を判定してもらえます。将棋の入門者・中級 日 時：11月24日(日) 午前8時～正午(予定)
場 所：三階小学校体育館
料 金：無料
者・上級者大会も行います。それぞれ３位まで賞品あり！
申込み：11月15日(金)までに申込書を生涯学習課スポーツ
対象者：どなたでも参加できます。
振興係へ
日 時：11月17日(日) 受付 午前8時30分～9時
連絡先：生涯学習課スポーツ振興係 TEL 25-9721
場 所：浜田市周布公民館
料 金：1,000円
申込み：不要
クラフト教室 手紡糸で機織り体験
連絡先：立脇 真吾さん TEL 090-2479-2660

斜文織りマフラー作り

石見海浜公園

ノルディックウォーキング
日 時：11月17日(日)・12月15日(日)午前10時～正午頃
場 所：石見海浜公園予約センター 定 員：各30人程度
料 金：無料(ポールレンタルあり) 申込み：電話で
連絡先：石見海浜公園予約センター TEL 28-2231

万灯山公園 イルミネーション点灯式
日 時：11月23日(祝) 午後6時～7時
場 所：万灯山公園
※少雨決行
イルミネーション点灯期間
期 間：令和2年1月13日(祝)まで
午後5時～10時
連絡先：建設企画課都市計画係 TEL 25-9601

日 時：11月26日(火) 午前9時～正午
場 所：アクアス入り口手前 観光情報コーナー
定 員：8人(先着)
料 金：2,000円
申込み：11月22日(金)までに石見海浜公園管理センターへ
連絡先：石見海浜公園管理センター TEL 28-3600

ファミリースポーツの日
対 象：幼児から一般
日 時：12月7日(土) 午後1時～午後4時
場 所：島根県立体育館 2階アリーナ
定 員：なし
料 金：無料
申込み：当日2F受付にて
※運動のできる服装で室内用シューズを持参
連絡先：島根県立体育館 TEL 23-1201

健康ウォークin国府

【創立30年】ＮＰＯ法人浜田おやこ劇場

サウンドポケット公演「ピアニカの魔術師」

日
場

時：12月8日(日) 受付 午前9時 出発 午前9時30分
所：国府公民館発着
料 金：300円(軽食あり)
素朴で温かみのある鍵盤ハーモニカの、奇想天外な奏法の
※小学生以下は無料 ※小学校低学年以下は保護者同伴
パフォーマンスを親子で一緒に楽しみませんか?
コース：6km・4km ※少雨決行
日 時：12月8日(日)
申込み：できるだけ事前に国府公民館へ
①低学年向け 午後2時～3時20分
連絡先：国府公民館 TEL 28-1270
（対象：4歳～小学4年生とおとな）
または 西川さん TEL 090-9507-1755
②高学年向け 午後6時～7時20分
（対象：小学5年生～おとな）
第13回 ふれあい作品展
2回公演ですが、対象を①と②に分けて開催。
日 時：12月13日(金)～19日(木)
②の対象の方は①にも参加できます。
午前9時30分～午後5時(入館 午後4時30分まで)
3歳以下のお子さんは無料で参加できます。
※16日(月)は休館日(19日は午後3時45分まで)
場 所：いわみーる体育室
会 場：浜田市世界こども美術館 多目的ホール
参加費：会員無料 月会費お一人 1,300円
※入場無料
一般チケット販売：4歳～おとな一律 2,600円
（当日3,000円） 参加校：浜田市内小中学校特別支援学級設置校
浜田養護学校
連絡先：NPO法人浜田おやこ劇場 TEL/FAX 23-6396
連絡先：浜田市立国府小学校
岡田まで TEL 28-0028
Email oyako-chan@h8.dion.ne.jp

犬のしつけ方教室

第203回ふるさと歴史紀行

開府400年の浜田城で謎探検

日 時：12月1日(日) 午後2時～4時
場 所：かなぎウェスタンライディングパーク
内 容：犬の適正飼養の話、しつけ方の実技
個別指導など(飼犬と一緒に参加)
定 員：20組(先着)
料 金：無料
申込み：11月7日(木) 午前9時から
連絡先：環境課くらしと環境係へ TEL 25-9420

日 時：12月22日(日) 午前9時～正午
場 所：市役所本庁前に集合 ※雨天中止
料 金：200円(資料代)
連絡先：下村 午後5時以降
TEL 090-7500-9637

バスケットボールクラブ体験・見学会
対 象：市内在住の小学生
参加費：無料（体験・見学会）引き続きクラブに加入する場合は年会費等が必要となります。
※運動のできる服装で室内用シューズ持参
会場

国府小体育館
石見小体育館

長浜小体育館

周布小体育館

曜日

開催時間

連絡先

月・水・金・土 平日 午後6時～8時
休日 午前9時～11時30分
水・土・日

国府MBC保護者会事務局 和田
TEL 090-7893-5151

平日 午後5時30分～7時
休日 午前9時～11時 又は 午後1時～3時

平日 午後6時30分～8時
月・金・土・日 休日(土) 午後5時30分～7時30分
休日(日) 午後2時～5時
火・金・日

石見サンズMBC保護者会事務局 金崎
TEL 090-5706-0500

FUNS長浜MBC保護者会事務局 道根
TEL 090-7972-4943

平日 午後5時30分～7時30分
休日 午後2時～5時

周布MBC保護者会事務局 山崎
TEL 090-8067-3365

浜田ちびっこ駅伝競走大会
日 時：令和2年1月12日(日) 午前9時40分スタート
場 所：第4中学校校庭(スタート・ゴール)～猪伏口バス停
参加区分：小学校1～6年生男女 1区女子・2区男子・3区女子・4区男子
構 成：監督1人・選手4人・補欠2人
料 金：1チーム 2,000円
申込み：12月13日(金)までに申込書を浜田市陸上競技協会へ

連絡先：事務局 斎藤博之さん
TEL 090-7892-4208

2020「ニューイヤー里がえりクラシックコンサート」
日 時：令和2年1月12日(日) 午後１時30分～午後4時(予定)
場 所：石央文化ホール 大ホール
内 容：第1部 オペラ「泣いた赤鬼」 赤鬼:竹内直紀さん 青鬼:大野隆さん
第2部 浜田出身者によるガラコンサート
第3部 男性フォレストによるステージ
料 金：前売券 一般 2,000円(当日300円増) 中・高・大学生 500円(当日200円増) 小学生以下 無料
※スタンプマリンカード使用可
連絡先：石央文化ホール TEL 22-2100

連絡先：グラントワ

企画展「星とめぐる美術
【ギャラリートーク】
日 時：11月16日(土) 午後2時
場 所：石見美術館 展示室D
内 容：展覧会の担当学芸員による展示・作品解説
料

TEL 0856-31-1860

10の天体がいざなう現代美術」
【プレゼント企画 かがやく月と歩こう！】
日 時：11月10日(日) 午前10時
場 所：石見美術館
定 員：150人(先着)
内 容：展覧会オリジナルの缶バッチをプレゼント

金：どちらも無料(企画展観覧券又はミュージアムパスポートが必要)

池辺晋一郎＆N響団友オーケストラ
日
場
料

時：11月17日(日) 午後1時30分(プレトーク 午後1時)
所：グラントワ 大ホール
出 演：池辺晋一郎さん、N響団友オーケストラ ほか
金：全席指定 S席 一般 5,800円 学生 2,500円 A席 一般 4,800円 学生 2,000円(会員料金あり)
※学生は小学生以上25歳以下の学生が対象(当日要学生証提示)
※学生チケットはグラントワ、ローソンチケットのみで販売
※未就学児入場不可(無料託児サービスあり。11月10日(日)までに申し込んでください)

しまね海洋館
連絡先
もよおし(対象：どなたでも）

日

時

定員

出雲科学館がアクアスにやってくる!
バブルリングもできちゃう空気砲を作ろう！

11/16(土)・17(日)
午前10時～11時30分

出雲科学館がアクアスにやってくる!
サイエンス実験教室～水をきれいにしてみま
しょう～

11/16(土)・17(日)
午前10時30分～
午後2時30分

ゆったり親子の会
シロイルカに合図をだしてみよう♪

11/11(月)・11/25(月)
午前10時～10時30分

全国B級グルメフェスタ

11/2(土)～4(振)

11月の神楽情報(雨天中止)
日程

社中

その他

11/3(祝)
午前10時30分～午後3時

ダイオウイカ大解剖！

日程

社中

3日(祝) 追原神楽社中 4日(振) 細谷神楽社中

TEL ２８－３９００
TEL ２８－３６１４

場所：レクチャーホール、お弁当広場
料金：無料(入館料に含む)
場所：レクチャーホール
各日
料金：無料(入館料に含む)
30人
申込み：電話・ホームページで学習交
(要申込)
流係へ

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

10組
(先着)

場所：アクアス前中央広場

※12月の詳しい予定は市報でご確認ください。
場所：アクアス隣はっしー広場ステージ
連絡先：島根物産商事(株) TEL 28-3388

石正美術館まつり
「みすみフェスティバル」に合わせ美術館も年に一度の
お祭りを開催します。
この二日間は観覧料無料に加え、楽しいものづくり
ワークショップやフリーマーケットなども
にぎやかに行っています♪
日 時：11月9日(土)・10日(日)
観覧料：無料
※両日、美術館前駐車場は利用できません。
三隅中央公園内で開催中のみすみフェスティバル
臨時駐車場をご利用下さい。
連絡先：石正美術館 TEL 32-4388

もよおし

日

2019年度 石本正作品選3
石本正素描展石本正のアトリエより
～ロマネスク素描紀行～

時

12/22(日)
まで

☆ホリデー創作活動【12月】
《木の実でアート》
日にち：12月1日(日)
参加費：1人 300円
講 師：梶目喜美江さん

《自然のリース》
日にち：12月7日(土)・8日(日)
参加費：1人 500円
講 師：梶目喜美江さん

《コリントゲーム》
日にち：12月14日(土)・15日(日)
参加費：1人 500円

☆あそぶ木のアート展

好評開催中

地元浜田の木材を使用して制作した５組のアーティス
トによる、遊べる木の作品を一堂に紹介しています。
浜田の森や海をモチーフにしたパズルや、ブナの巨木
で制作したオロチなど、作品に触れ、木の温もりを
感じてください。
会
料

期：令和2年1月13日(祝)まで
金：一般 400円 高校・大学生 300円
小学・中学生 200円

《アニマルボード》
日にち：12月21日(土)・22日(日)
参加費：1人 200円

※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

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
※12月の予定は市報でご確認ください。

連絡先 TEL 28-1300
もよおし

日

時

その他
滑走料 一般 1,150円 中学生以下 510円
貸靴料 410円 貸ヘルメット・サポーター 100円
団体料金あり・要予約

アイススケート場オープン

11/23(祝)
午前9時

オープン特別イベント
スケート滑走料無料デー

11/23(祝)
滑走料無料(貸靴などは有料)
・24(日)

2019/11・12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 15：00～17：00 12月25日(水)もあります。
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 11月16日・23日・12月30日(土)はお休み
★年内は12月26日（木）の大掃除にて終了、新年は1月８日（水）からスタートです。
・学校帰りによる時は必ずおうちの方に許可を得て参加してください。
・子どもさん連れの催しなどにスペースもお貸ししています。ご相談ください。
・絵本の貸し出しをしています。
１１月 2日(土) 午前１０時～午後４時
◎予定を変更しました。
★申し込み：なるべく前日までにまちの縁側へ
前月の子どもニュース予告とは異なります。
★連絡先 ０９０-８０６４-７９４０ （栗栖）
午前１０時～午後１時 からだにやさしいお昼ごはん
★持ち物：エプロン、三角巾、昼食代5００円
ミレットクロケット（きびをつかったコロッケ）
★就学前のお子さんも保護者さんと参加できます。 午後１時～４時
フリータイム
親子でのご参加お待ちしています。
１１月

９日(土) 午後１時～４時

１１月１６日(土) お休み

おやつをつくろう(黄桃とクロワッサンのココット) １人１００円
＊みはし☆まつり出店（駄菓子屋）のため

１１月２３日(土) お休み
１１月３０日(土) 午後１時～４時

フリータイム

１２月

スノードームやクリスマスグッズをつくろう

７日(土) 午後１時～４時

１２月１４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
みんなでもちつき！
メニュー：あべかわ・ちーず、きなこ、
大根もち、豚汁、デザート
午後１時～４時 フリータイム

１２月２１日(土) 午後１時～４時

おやつづくり：りんごのケーキ 1人100円

１２月２６日(木) 午後１時～４時
みんなで縁側のお掃除をします。

午後１時～４時 えんがわの大掃除
(*^^*) 参加者には駄菓子をプレゼント！

２０２０年１月１１日(土) 午後１時～４時

おはなし会＆だがしやさん

ひとつ１０円～５０円

えんがわＣａｆｅ １１月１３日・１２月１１日（第２水）午前１０時～午後１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

