浜田市教育委員会 生涯学習課発行

大麻公民館

健康ウォーク 浜田漁港をめぐるみち

ひな人形展

日 時：３月8日(日) 午前10時 ※少雨決行
場 所：旧しまねお魚センター前駐車場発着5km
料 金：無料
申込み：浜田市ウォーキング協会 西川さんへ
連絡先：TEL 090-9507-1755

日

時：3月8日(日)まで
午前9時～午後4時30分まで
（1日(日)は午後1時から）
場 所：大麻公民館
連絡先：大麻公民館 TEL 27-0897

令和2年度英会話教室

初心者将棋大会
将棋を覚えたての皆さん！腕試しに参加しませんか?
その他、 中級大会・上級大会があり、
それぞれ3位まで賞状と賞品あります！
日 時：4月12日(日) 受付 午前9時～9時30分
場 所：浜田市総合福祉センター(県立大学のとなり)
参加費：500円
申込み：不要
連絡先：立脇真吾さん TEL 090-2479-2660

2020ぐるっと金城と旭の雛めぐり
金城と旭、春の雅な散策はいかがですか？
日
後
会

時：4月4日(土)～4月5日(日)
公開時間 午前9時～午後4時
援：浜田市教育委員会
場：下記一覧表をご確認ください

公民館
金城町

旭町

住所

ＮＯ.１９６

連絡先

波佐

金城町波佐イ441-1

TEL 44-0146

小国

金城町小国イ160-1

TEL 44-0254

今市

旭町今市641-1

TEL 45-1757

和田

旭町和田1284

TEL 45-1918

木田

旭町木田219-13
※ご注意ください。
4月5日(日)のみ開催

TEL 45-1105

都川

旭町都川889

TEL 47-0001

市木

旭町市木2919-2

TEL 47-0077

生徒募集

美川子ども英会話教室
見学は随時できます。まずは見学から(無料です)
対象者：未就園児から、小学生が、歌やゲームを楽しみ
ながら、誰もが一緒に学べる、英会話教室です。
未就園児の方は(保護者同伴となります)他 希望者
親子での参加もできます。
日 時：令和2年4月4日(土)～令和3年3月27日(土)
第1週～第4週の土曜日・月4回
午前10時～11時30分(祝日は除く)
場 所：美川公民館 2階
講 師：4名
内 容：外国の先生2名(1名は国際交流員)
日本の先生2名
参加料：月額500円(教材費を含む)
申込み：令和2年3月23日(月)までに美川公民館へ
連絡先：美川公民館まで TEL 27-3657 担当 永見さん

小学生バレーボール教室体験会
小学生の心身の発達を考慮しながら、バレーボール
を通じて団体スポーツの楽しさを理解してもらう
ことを目的とした、体験会を開催します。
対
料

会

象：市内在住の小学校2年生以上
金：無料(体験会)
※引き続き教室に加入する場合は、
年会費などが必要です。
場：
実施日
場所
時間
毎週木曜日 午後7時～9時

原井小学校体育館

毎週土曜日 午前9時～12時 三階小学校体育館

創立30周年

劇団さんぽ舞台劇

「かあちゃん取扱説明書」
日

時：3月15日(日)
午後6時～7時5分
場 所：浜田市総合福祉センター
料 金：お問い合わせください。
（3歳以下無料・会員料金あり）
申込み：浜田おやこ劇場へ
連絡先：TEL 23-6396

申込み 浜田市バレーボール連盟
連絡先：白瀬 亘さん TEL 27-0690
金岡敬子さん TEL 22-1873

春の短期水泳教室
自分に合った目標を立てて、泳力を伸ばす4日間
対 象：5歳～小学校6年生
日 時：3月24日(火)～27日(金) 午前10時～11時15分
場 所：浜田市室内プール(福井誠記念プール)
定 員：40人(先着)
料 金：6,000円(会員料金あり)
申込み：3月2日(月) 午前10時から浜田市室内プールへ
連絡先：TEL 23-0230

しまね海洋館
連絡先
もよおし

日 時

TEL ２８－３９００
TEL ２８－３６１４

内 容

アクアスは今年開館20周年
3/20(祝)～22日(日)
午前10時～午後3時

アクアス春祭り2020

場所：アクアス前中央広場

手紙を書いた人を探しています
2010年に埋めたタイムカプセル開封式

3/20(祝)
午前10時20分

場所：春祭り2020ステージ
開館10周年(2010年7月)に埋めたタイムカプセルを
開封。10年後の自分に向けて書いた短冊1066通を
公開。

特別展 ひれあしわーるど

5/11(月)まで

場所:3階特別展示室

ペンギンパレード
※3/20(祝)～31(火)は毎日開催

3/31(火)までの土・日・祝
参加料：無料(入館料に含む)
午後0時30分～(20分程度)

アクアス体験スクール
ぺったん！ひれあし消しゴムはんこ作り

3/1(日)
午前10時～11時30分

場所：1階レクチャーホール

ゆったり親子の会
おさかなさんに会いに行こう

3/9(月)
午前10時30分～11時

参加費:無料(入館料に含む) 先着:10組
対象:未就学児と保護者 場所:アクアス館内
申込み：当日1階総合案内所へ

体験スクールに関して
申込方法：電話又はホームページから申し込んでください。
連絡先：学習交流係（TEL 28-3614）
https://www.aquas.or.jp

プラモデル製作実演
日
場
出
料

「ガンプラをカッコよく仕上げよう！」

時：3月7日(土) 午前11時～正午、午後1時～4時
3月8日(日) 午前11時～正午、午後1時～3時
所：石見美術館ロビー
演：NAOKIさん、マスクド13さん
金：無料

連絡先：グラントワ

TEL 0856-31-1860

料金：300円

図書館

子ども読書会
小学校3～6年生を対象に市内4会場におい
て月1回、「子ども読書会」を開催してい
ます。合同で開催する野外活動やお楽しみ
会もあります。
4月に各学校を通じてお知らせしますの
で、ぜひ、ご参加ください。

連絡先

中央

22-0480

金城

42-1823

旭

45-1439

弥栄

48-2258

三隅

32-0338

開館時間

3月の休館日

午前9時～午後7時

9日(月)・23日(月)

午前9時～午後5時

2日(月)・9日(月)・
16日(月)・23日(月)・
30日(月)・31日(火)

午前10時～午後7時
(土日祝日は午後6時まで)

野鳥観察会を開催します
こども読書週間イベント
みんなあつまれ！
ウッドデッキでおはなし会
日
場

時：4月29日（祝） 10時30分～
所：中央図書館 1階 ウッドデッキ
（総合窓口カウンター前）
料 金：入場無料・事前申込不要
連絡先：中央図書館 TEL 22-0480
※雨天時は、多目的ホールで開催します。

日本野鳥の会会員の石本賢治さんを講師に招き、中央図書
館周辺で野鳥観察会を開催します。普段、見過ごしている
鳥たちの、愛らしく、美しい姿を観察してみましょう。
日 時：3月28日（土）午前10時～正午
場 所：中央図書館周辺
集合場所：中央図書館2階 多目的ホール
対 象：市内小学校4～6年生
定 員：10人（先着順）
申込み：3月22日(日)までに中央図書館窓口、または
電話で申し込んでください。
連絡先：中央図書館 TEL 22-0480
※雨天時は、多目的ホールで野鳥のおはなしをします。

☆ホリデー創作活動【3月】
☆ゲストワークショップ
《資源のキューブをつくろう 》
アクリルケースの中に資源をとじこめて美しい小さな
「つみき」を1個つくるよ。
中に入れる資源（25×25ミリ）をご持参いただいて
もOK！（例／木の実や小石、虫の抜け殻など）
日 時：3月14日(土)
参加費：1人 500円
定 員：40人
指 導：高橋綾さん

午後1時～4時

（たかはしりょう／造形デザイナー）

☆つみき展
つみきは空間認知能力や思考力、バランス
など、子どもたちの様々な能力の伸長に
効果があるといわれる玩具です。
作家高橋綾さん考案のユニークなつみきを始め、浜田
の木材を使用したつみき、日本と世界のデザイン性の
高いつみきなど、木製に限らず布製やマグネットタイ
プなど、多種多様な素材のつみきを手に取り遊ぶこと
ができる内容です。
お誘いあわせの上、ぜひ、ご来館ください。
会
料

期：3月14日(土)～5月31日(日)まで
金：一般 400円 高大生 300円 小中生 200円
※第23回浜田こどもアンデパンダン展は、
3月8日(日)まで

《ギリシャ風絵画に挑戦！ 》
鳥の巣を描こう！
日にち：３月1日(日)
参加費：1人 100円
《びーびー釣りあそび》
紙とクリップで、魚釣りゲームをつくろう！
日にち：3月7日(土)・8日(日)
参加費：1人 100円
《木のマグネット》
木をつかってかわいい
マグネットをつくろう！
日にち：3月15日(日)
参加費：1人 100円
《カラフルエコバッグ》
オリジナルバッグを作ろう。
日にち：3月20日(祝)～22日(日)
参加費：1人 500円
《けむくじゃら～》
毛糸をぐるぐる巻いて、もじゃもじゃの
マスコットをつくるよ！
日にち：3月28日(土)・29日(日)
参加費：1人 100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
※4月の予定はホームページでご確認ください。
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
WEB http://www.hamada-kodomo-art.com/

連絡先 TEL 28-1300

春のサンビレフェスタ オン アイス 開催
フィギュアスケートエキシビジョン、
カーリングデモンストレーション、
スケート初心者教室、カーリング体験会、
氷上お楽しみイベントなど。
日
料

春休み特別イベント
ワンコインでアイススケートを楽しもう！
料
期

時：3月14日（土）
午後1時～3時
金：無料
※手袋・長めの靴下を持参して下さい。

対

金：500円（滑走料・貸靴代・
ヘルメット・サポーター含む）
間：3月20日（金・祝）～4月5日（日）
※期間中は休まず営業しています
象：中学生以下
※手袋・長めの靴下を持参して下さい。

2020/3・4月の予定
子どもの居場所（みんなの居場所）・・・浜田市放課後子どもプラン事業
水曜日 子どもの居場所 開所時間 午後3時～5時(冬季) 4月からは午後6時まで
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
３月

７日(土)

午後１時～４時

フリータイム

３月１４日(土) 午前１０時～午後４時
★申込み：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によるお料理教室
♡季節のお料理
おひな寿司をつくろう
午後１時～４時
フリータイム

３月２１日(土)

午後１時～４時

桜もちをつくろう

３月２８日(土)

お休み

３月２９日(日)

午前１０時～午後３時

１人 １００円

石見公民館「いわみっ子まつり」に駄菓子屋を出店
駄菓子屋こども店長募集！←参加希望者はまちの縁側までご連絡ください。

４月は、１日(水)・４日(土)・２９日(水)はお休み。 ８日(水) 午後３時～６時から開始
４月１１日(土)

午後１時～４時

おやつをつくろう

1人 １００円

４月１８日(土)

午後１時～４時

おはなし会＆だがしやさん

1つ１０円～１００円

４月２５日(土) 午前１０時～午後３時
★申込み：なるべく前日までにまちの縁側へ
★連絡先 ０９０-８０６４-７９４０ （栗栖）
★送迎は各自でお願いいたします。
まちの縁側に午前9時40分に車で集合して下さい。
いっしょにいきます。（定員20名程度）
★尚、朝から雨天の場合は、まちの縁側での活動
となります。

むしたにさんちに
たけのこほりにいこう

４月２９日(水)・５月２日(土)・６日(水)

お休み

★服装：汚れてもよい長そで、長ズボン、長ぐつ
★持ち物：お茶、軍手、ビニール袋
★お昼代：1人 500円
★天候により、活動内容の変更もありますので、予約の際に、
ご連絡先をお知らせください。

申込み・連絡先
浜田のまちの縁側 浜田市相生町３８０８
携帯（代表栗栖）090-8064-7940
ブログもご覧ください http://blog.canpan.info/h-engawa
ボランティアスタッフ募集中！

スペース貸し・絵本の貸し出ししています。

