浜田市教育委員会 青少年サポートセンター発行 ＮＯ.１7４

オーケストラ・アンサンブル金沢

子ども将棋教室
時：９月１１日・２５日・１０月９日・２３日
(全日日曜) １０：３０～１２：３０
場 所：浜田公民館
参加費：無料
申 込：不要
対 象：どなたでもご参加可能
主 催：浜田公民館・日本将棋連盟石見支部
石見支部事務局長 中田耕三さん
問合先：浜田公民館 TEL ２２－９３５８

弦楽四重奏コンサート

日

日
場
料

時：９月２０日(火) 18：30～
開場18：00
所：石央文化ホール
※小学生以下は無料です
金：前売 大人 １,５００円 中～大学生 ５００円
当日 大人 １,７００円 中～大学生 ７００円
問合先：石央文化ホール TEL ２２－２１００

金城三偉人ウォーキング大会第２弾

ファミリースポーツ教室
子どもから高齢者まで、気軽に楽しめる「バウンスボー
ル」と「インドアクップ」の教室を行います。
時

間：１９：００～２１：００
※運動のできる服装で室内用シューズ持参
参加費：無料
申込・問合先：本庁生涯学習課スポーツ振興係
TEL ２５－９７２１ FAX ２２－５０９０
Email：manabi@city.hamada.shimane.jp
〒697-8501 殿町1番地
日時

開催場所

日時

開催場所

9/8(木)

周布小体育館

9/15(木)

長浜小体育館

9/13(火)

国府小体育館

9/16(金)

第四中学体育館

9/14(水)

三階小体育館

浜田養護学校 学校公開について
○学校見学（学校紹介、施設見学など）
時：第１回 ９月２６日(月) 9：30～12：00
第２回１０月２５日(火) 9：30～12：00
申込締切：９月２１日（水）
場 所：浜田養護学校
申込方法：本校ホームページ
http://www.shimanet.ed.jp/hamadayougo/
から申込用紙がダウンロードできます。
申込用紙を学校宛にFAX、もしくは
電話で直接お申し込みください。
問合先：浜田養護学校 相談支援センター
永瀬さん、永見さん
TEL ２８－２２００ FAX ２８-２２０１

島村抱月ウォーキング大会
ゆかりの地を巡りながら、小国抱月生誕地顕彰
の杜公園までの約7.6kmを歩くコースです。
日

時：９月２４日(土) ※少雨決行
受付 ８：００～８：１５ スタート ８：３０
集合場所：久佐公民館 参加費：３００円 ※中学生以下無料
申込・問合先：久佐公民館 TEL ４２－２６６６
小国公民館 TEL ４４－０２５４

ジュニア俳句教室
対
日
講

象：小学３年生～６年生
時：月１回・第１土曜日 １０：００～１１：３０
師：ホトトギス同人 日本伝統俳句協会参事
島根俳句協会幹事 三浦健一さん
受講料：３,０００円(１０～３月／６回分)
持ち物；筆記用具・ノート
場 所：ラ・ペアーレ浜田
※申込方法についてはお問い合わせください

日

平成28年度 浜田養護学校 サポータ講座

囲碁教室
対
**
日
講

象：小学生～一般
場 所：ラ・ペアーレ浜田
A **
時：毎週木曜日 １７：００～１９：００
師：猪口彰也
受講料：１０,３５０円
(小・中学生１０～３月／２３回分)
** B **
日 時：毎週土曜日 １０：００～１２：００
講 師：高木嗣夫
受講料：１０,３５０円
(小・中学生１０～３月／２３回分)
※申込方法についてはお問い合わせください
申込・問合先：ラ・ペアーレ浜田 TEL ２２-１０３５
http://www.la-peare.com

浜田養護学校はＰＴＡと協力し、高校生以上の方を対象に、
障がいについて一緒に学びながら、地域で生きる子どもたちを理解し支えるサポーターを広く募集しています。
講義だけでなく、実際に子どもたちと関わりながら活動する講座もあります。ご都合のつく会のみのご参加も可能です。

講座スケジュール （10月の予定です。以降の講座は、今後の広報でお知らせします。）
日
会

時： １０月２２日（土）９：３０受付
場：浜田ろう学校 センタールーム

１０：００～１２：００
内 容：「聴覚障がいについて」

問合先： 浜田養護学校 担当：三浦、天津 TEL ２８－２２００ ＦＡＸ ２８－２２０１
Ｅ-mail:hamadayogo@pref.shimane.lg.jp （申し込み時、件名に｢サポーター講座申し込み｣と入力）
※募集は随時行っています。 疑問点や不明な点のある方、何でもお気軽にお問い合わせください。

平成２８年度

後期スポーツ教室

教室名
剣

道

柔

道

曜日
時間
火
木
18:30～20:00
水
金

募集対象

定員

開講

小・中学生

60人

10/11

幼児～中学生

60人

10/7

ママ＆ベビー
キッズ３Ｂ

木

10:00～11:30

乳児～入園前幼 30組
10/20
児と保護者
(60人)

レスリング

木

18:30～20:00

幼児～中学生

30人

10/13

居 合 道

金

18:30～20:00

小学校4年生～
中学生

10人

10/7

開設期間：１０月７日(金)～平成２８年３月９日(木)
参加料 ：小・中・高校生 ４,０００円(週２回課程)
２,５００円(週１回課程)
ママ＆ベビーキッズ ６,２００円
受付開始：９月１０日(土) １３：００～

申込み・問合先 島根県立石見武道館 TEL ２３－７１７０

ファミリースポーツの日
体育館に設置したトランポリン・平均台・鉄棒などの体操器具や卓球・バドミントン・
バスケットボール・ソフトバレーボールなどの球技に加え、今話題の新感覚綱渡りスポーツ
「スラックライン」を体験できます。またミニイベントの「できるかなコーナー」では、
サッカーの「ジグザクドリブル大会」を開催！
日

時：９月２４日(土) １３：００～１６：００

場

所：県立体育館

参加費：無料

施設無料開放イベント
10月はスポーツ推進月間とし、無休で開館します。個人利用・貸切での利用をお待ちしています。
催し

日時

①スタッフとスポーツ対戦

10/1(土)
9：30～11：00

ソフトバレー・トランポリンシャトルゲームをします。
※ソフトバレーは１人でも４人以上のチームでも参加できます。

10/1(土)
13：30～15：30

幼児の部・小学生の部・中学生以上一般の部に分かれて行います。
子どものみも参加もできます。 定員：先着100名
申込期間9月6日(火)～22日(祝)
申込方法：電話又は直接窓口で申込んで下さい。

②県体運動会

※いずれも参加料無料です。

内容

運動のできる服装で、室内シューズを持参してください。

詳しくはお問合せ下さい。

平成２８年度 後期スポーツ教室
開設期間：１１月１日(火)～２９年３月１７日(金)
受付期間：９月１７日(土) ９：３０～ ※先着順
申込方法：申込書(県立体育館にあります)に必要事項を記入の上、参加料を添えてご持参下さい。
電話、インターネットによるお申込はできません。
問合・申込先：県立体育館 TEL ２３－１２０１
教室名

曜日

キッズ広場

火

キッズ体操

水

体操競技クラブ
ジュニアバドミントン

15：20～16：20

火・水 16：30～18：30
水

ふれあい広場
体操

実施時間

金

トランポリン
※小学生は保護者同伴してください

木

年中(H23.4月～H24.3月生) 15人
年長(H22.4月～H23.3月生) 25人
24人

17：00～18：30

小学校4～6年生

30人

16：00～17：00

小学校1～3年生

60人

小学校1～6年生

45人

17：00～18：30

ジュニアテニス

定員

小学校(実技認定者)

木

ジュニア卓球

募集対象

19：00～20：50

参加料
2500円
週2回 4000円

開始日
11/1
11/2

11/1
11/2

2500円

11/10

30人
小学校4～6年生

小学生以上

11/4

20人
25人

小中高 2500円
親子 6200円

11/10

しまね海洋館
問合先・申込先
もよおし(対象：どなたでも）

日 時
9/15(木)～
21(水)まで

敬老週間は６５歳以上が無料
おいしーたのしー水遊びフェス
ティバルinアクアス

9/11(日)
10：00～12：00

日曜講座
秋の昆虫博士になろう！

30名

秋の川へ出かけて生き物を見つけましょう。
集合場所：アクアス近くの川 参加料：無料(入館料に含)

アザラシと触れ合ってみましょう。 対象：未就学児と保護
9/12(月)・26(月) 先着
者 場所：アクアス館内 参加料：無料(入館料に含む)
10:00～10:30
30名
申込方法：当日、1階総合案内所で申込んで下さい。

社中

９月の神楽情報(雨天中止)

4日(日) 周布青少年保存会

講座や教室は電話もしくは
ホームページから申し込ん
で下さい。

場所：アクアス隣はっしー
広場ステージ
時間：１３：００～
１５：００

細谷神楽社中
追原神楽社中
周布鳶巣保存会
佐野神楽社中
倭川戸神楽社中

図書館

海・川・水に関わる体験やあそび、食がアクアスに大集合し
ます。 場所：アクアス前中央広場

秋の昆虫を探しましょう。 集合場所：アクアス1階レク
30名 チャーホール 参加料：無料(入館料に含む)
講師：三瓶自然館サヒメルの皆さん

9/25(日)

ゆったり親子の会
アザラシにタッチ！

11日(日)
17日(土)
18日(日)
19日(祝)
20日(日)

その他
対象：年内に65歳以上となる方 ※9/20(火)は休館日
※年齢の証明ができるものをご提示ください

9/17(土)～19(祝)
10：00～15：00

生き物教室
川へ出かけよう

日程

定員

TEL ２８－３９００
TEL ２８－３６１４

問合先：石央マリン開発(株)
TEL ２８－３３８８

催し

申込先：学習交流係 TEL 28-3614
http://www.aquas.or.jp
※10月の詳しい予定は市報でご確認ください。

日時

場所・その他

子ども映画会

9/18(日) 13:30～14:35

ぼくは王さま

図書館シネマ

9/25(日) 13:30～15:55

バラッド

電子紙芝居

9/10(土)・25日(日) 14:00～

場所：おはなしのへや

おはなし会

毎週土曜日 10:30～11:00

場所：おはなしのへや

おはなしタンポポ
おはなし会

9/4(日) 15:00～15:30

お話を覚えて語るストーリーテリング
対象：5歳～大人まで 定員：先着20人程度
場所：2階多目的ホール第2 ※事前申込不要

金城図書館
TEL42-1823

おはなし会

9/10(土) 10:00～10:30

場所：児童書コーナー

楽しいおりがみ教室 おはなし会終了後

おりがみで遊びます。
テーマ：パラソルを作ろう

旭図書館
TEL45-1439

ブッくんタイム

9/7(水) 10:30～11:00

場所：児童書コーナー

三隅図書館
TEL32-0338

おはなし会

9/10(土)

おはなしの部屋

ペタペタ・
アートワーク

おはなし会終了後

中央図書館
TEL22-0480

10:30～11:00

ぞうのたまごとにせもの王さま

名もなき恋のうた

絵本の読み語り

おはなしの部屋にあるパネルの飾付け
9月のテーマ：夕焼け空のトンボたち

※10月の予定は市報でご確認ください。 問合先：石正美術館 TEL ３２―４３８８
もよおし

日

時

石本正が愛した故郷

9/25(日)まで

第2回 石本正日本画大賞展

9/25(日)まで

第3回 小さな世界展
問合せ：碧い石見の芸術祭事務局
TEL 32-0098

9/25(日)まで

もよおし

日

時

ワークショップ「スチレンボード3mmと石州
和紙を使ってカレンダースタンド作り」

9/4(日)
13：00～15：00

おとなのアートサロン「石と金箔でオリジナ
ル文鎮づくり」 ※事前予約必要

9/8(木)
13：00～15：00

☆第48回浜田市美術展関連ワークショップ
人物デッサン会

☆ホリデー創作活動【９月】
《ゆらゆらUFO》
日にち：９月３日(土)・４日(日)

参加費：１人 ３００円

《プラ板宇宙人》
日にち：９月１０日(土)・１１日(日)
参加費：１人 １００円

《プレート万華鏡》
日にち：９月１７日(土)

参加費：１人 ３５０円

《星の万華鏡》
日にち：９月１８日(日)

参加費：１人 ４００円

対 象：中学生以上
日にち：１０月２日(日) ９：３０～１５：３０
受付９：００～
場 所：１階創作室
講 師：永尾和子さん・片岡春江さん・近藤隆夫さん
定 員：先着５０人
参加費：無料
※水彩・パステルなど描画道具(油彩不可)・
昼食・飲み物などを持参して下さい
申込締切：９月２６日(月)
申込方法：電話で申込んで下さい。
申込先：浜田市教育委員会文化振興課芸術文化振興係
TEL ２５－９７３０

《偏光板万華鏡》
日にち：９月１９日(祝)

参加費：１人 ４００円

☆多目的ホールのご案内

《影絵で遊ぼう！》

オルガンコンサート・世界の太鼓体験

日にち：９月２２日(祝)・２４日(土)・２５日(日)
参加費：１人 １００円

江津市出身の佐伯モリヤスさんの演奏と体験型講座
日 時：９月３日(土) １３：００～
入場料：１人 ５００円 ※小学生以下は無料です
問合先：フィンガードラム・リズム研究所
佐伯モリヤスさん TEL 080-6053-4141

※いずれの活動も１３：００～１６：００
参加受付は、当日１５：３０までに１F創作室にて

☆スペースアート展
会
料

期：９月２５日(日)まで
金：一般 ５００円 高校・大学生 ３００円
小学・中学生 ２００円

問合先：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。

2016/９・10月の予定
浜田のまちの縁側 子どもの居場所（はまだっ子共育プロジェクト「地域子ども教室」補助事業）
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。
９月

３日（土）

お休み

みはし★まつり参加のためお休み

９月１０日（土）13：00～16：00

フリータイム

９月１７日（土）13：00～16：00

おやつをつくろう

９月２４日（土）13：00～16：00

おはなし会＆だがしやさん

１０月

１日（土）13：00～16：00

フリータイム

１０月

８日（土）

おやつをつくろう

１人１００円
ひとつ１０～５０円

１人１００円

１０月１５日（土）13：00～16：00

おはなし会＆だがしやさん

ひとつ１０～５０円

１０月２２日(土) 10：00～16:00
★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（１００円）
※就学前のお子さんも保護者さんと参加できます。

10：00～13：00
おひるをつくろう：うずめ飯
浜田ツーリズム ニコニコキッチンさんの料理教室
メニュー：うずめ飯・サラダ デザート
13：00～16：00
フリータイム
※親子でのご参加お待ちしています

１０月２９日（土）お休み
１１月

５日（土）13：00～16：00

えんがわＣａｆｅ９月13日、10月11日

フリータイム

11月８日（第２火）10時～15時

どうぞどなたでもお気軽においでください。
申込み・お問合せ

：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 80647940
krs.engawa@ezweb.ne.jp
ブログもご覧くださいhttp://blog.canpan.info/h-engawa

