浜田市教育委員会

青少年サポートセンター発行

浜田少年少女合唱団

子ども将棋教室
時：5月14日・28日・6月11日・25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

40周年記念演奏会

日

浜田市ウォークラリー大会
史跡を訪ねクイズに答えながら街並みを歩きましょう。
小学校4年生以下は保護者が同伴して下さい。

日

時：5月20日(土) 雨天決行 9：00～12：00
受付 8：30～9：00
集合場所：石見公民館
参加費：1人 500円(スポーツ保険料含む)
申込方法：電話またはFAXでお申込下さい
※当日参加もできます。雨天の場合は、雨具などを
ご持参ください。
申込先：浜田レクリエーション協会 鳥落隆子さん
TEL ２２－７７９２ FAX ２２－７８１３

石見公民館 ニュースポーツ教室
日

ＮＯ.１7８

時：毎月第2水曜日 19：00～21：00
※小学校4年生以下は保護者同伴
日
種目
場所
5/10(水)
ラダーゲッター
6/14(水)
7/12(水)
クップ
8/9(水)
石見公民館
9/13(水)
フロアボール
10/11(水)
バウンズボール
11/8(水)
12/13(水)
バッコー
1/10(水)
ファミリーバドミントン
三階小学校
2/14(水)
3/14(水)
シャッフルボード
石見公民館

料 金：各回１００円 申込方法：電話で申込んで下さい
問合先：石見公民館 TEL/FAX ２２－１３８０

日
場

料

時：5月14日(日) 13：30～16：15
開場13：00
所：石央文化ホール

金：前売券 1,000円 当日券 1,300円
※高校生以下無料

問合先：浜田少年少女合唱団 真田節子さん
TEL ０９０－３１７３－６８８０

浜田養護学校 学校公開
浜田養護学校では、地域の皆さんに本校の
教育や特別支援教育について理解して
もらうため、学校公開を実施しています。
日 時：５月３１日(水) ・6月6日(火)
9：30～12：00
場 所：浜田養護学校
申込方法：電話又はFAXで申込んで下さい。
※申込書は浜田養護学校ホームページから
ダウンロードできます。
http://www.shimanet.ed.jp/hamadayougo/
申込締切：5月18日(木)
申込・問合先：浜田養護学校 永瀬さん・永見さん
TEL ２８－２２００ FAX ２８－２２０１

県体スポーツ塾 親子スラックライン
親子で一緒にスラックラインに挑戦し、話題のニュースポー
ツへの興味関心を高めませんか？
対 象：3歳以上就学前の子どもと保護者
日 時：6月4日(日) 10：00～12：00
場 所：県立体育館
指導者：県立体育館職員・市競技団体
定 員：20組40人

料 金：大人・子ども 各200円
申込期間：5月6日(土)～20日(土) 17：00まで
申込方法：電話又は直接窓口で申込んで下さい。
※運動のできる服装で、室内用シューズを持参
申込・問合先：県立体育館

TEL ２３－１２０１

いわみ自然学校2017夏
石見海浜公園のキャンプ村に泊まってバーベキュー、碧い海と白い砂浜で、藻塩作り体験、ライフジャケット等を使った
ウォーターリスクマネジメント教室、マリンスポーツ（バナナボートなど）で、思い切り大自然を学び楽しみましょう。
日 時：８月１日(火) 9：00～３日(木) 15：00まで ２泊３日
対 象：小学4年生～小学6年生
場 所：石見海浜公園
定 員：30人
参加料：6,000円
申込締切：6月30日(金) 申込多数の場合は抽選
事前説明会：７月中旬ごろ予定
指導者：浜田市三隅B&G海洋センター・浜田市ライフセービングクラブ

問合先：石見海浜公園 TEL ２８－３６００

図書館

催し

日時

場所・その他

おはなし会

毎週(土) 10:30

今月のテーマ「みどり」
第2土曜日はおりがみあそびもあります

特別上映会

5/3・4・5(祝)
13:30

ウォーキングwithダイナソーvol.1
ウォーキングwithダイナソーvol.2
おじゃる丸スペシャル わすれた森のヒナタ

古典のよみきかせ

5/5(祝) 14:00

狂言えほん「ぶす」ほか能面の展示など

おはなしタンポポ

5/7(日) 15:00

お話を覚えて語るストーリーテリング

電子紙芝居

5/13(土) 14:00
5/28(日) 14:00

演目「金の仏 木の仏」
演目「やさしいウサギ」

テーマトーク

5/14(日) 13:30

テーマ「アーティストたちのエッセイ」

子ども映画会

5/21(日) 13:30

うっかりペネロペ

図書館シネマ

5/28(日) 13:30

トム・ハンクス主演「ダ・ヴンチ・コード」

金城図書館
TEL42-1823

おはなし会

5/13(土) 10:00

終了後に楽しい折り紙教室
テーマ「かぶれるかぶと」

旭図書館
TEL45-1439

ブっくんの読書まつり

5/3(祝)

読み語りなど(旭センター2階大会議室)
工作教室「石ころマグネットづくり」

三隅図書館
TEL32-0338

おはなし会と
ペタペタ・アートワーク

5/13(土) 10：30

中央図書館
TEL22-0480

10:00

ひとりでできるよ編

絵本などの読み語りと楽しい壁の飾りつけ
テーマ「カーネーションのブーケ」

しまね海洋館
TEL ２８－３９００
申込・問い合わせ先 TEL ２８－３６１４
もよおし

日 時

定員

内 容

ＧＷ（5/8(月)まで）は休まず開館します。
特別展
島根のとってOKー!!

9/18(祝)まで

隠岐ユネスコ世界ジオパークを学びながら8つの神秘を探ってみ
よう。場所:アクアス3階特別展示室

日曜講座 石見初！ジオ
パーク検定～隠岐ジオ講
座入門編～

5/14(日)
10:00～12:00

30人

石見地方で初の、ジオパークに関する講座です。場所:1階レク
チャーホール ※事前申込必要 料金:無料 講師:隠岐ユネス
コ世界ジオパーク推進協議会の皆さん

生き物教室
磯へ出かけよう！

5/21(日)
10:00～12:00

30人

春の磯で生き物を探そう！ 場所:畳ヶ浦
電話又はホームページから申込

ゆったり親子の会
お散歩に行こう♪

5/8(月)・22(月)
10:00～10:30

各回
先着
30人

アクアス周辺の公園や砂浜で、春を探そう。 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)
当日1階総合案内所で申込

申込・問合せ先：学習交流係（TEL 28-3614）

5月の石見神楽(雨天中止)
日程

社中

日程

社中

3日(祝)

後野神楽社中

7日(日)

美川西保存会

4日(祝)

佐野神楽社中

21日(日)

長浜神楽社中

5日(祝)

波子神楽社中

28日(日)

熱田保存会

6日(土)

宇野保存会

場所：アクアス横はっしー広場
時間：13：00～15：00
問合先：石央マリン開発(株) TEL 28-3388

料金:無料

http://www.aquas.or.jp/

シロイルカパフォーマンスプール改修のご案内
工事の間、シロイルカパフォーマンスはお休みします。
シロイルカの姿は新シロイルカプールにて
ご覧いただけます。
工事期間：5月15日(月)～平成30年3月下旬

対象

日時

会場

会費

申込

年会費
未就園児親子が共に集い、遊びやおしゃべりを楽しみながら
初回 5/23(火) 長浜
前期 300円 子育て仲間の輪を広げるサークルです。
9:30～11:00
幼稚園
後期 300円 長浜幼稚園 TEL 27-0575

長浜幼稚園
ピッコロ隊

未就園児親子が共に集い、園児との交流会や園行事に参加
し、一緒に遊びましょう。 ※駐車場については園で確保し
ていますので、お問い合わせ下さい。
石見幼稚園 TEL 22-0493

就園
初回 5/25(木) 石見
前ま
9:30～11:30
幼稚園
での
親子

石見幼稚園
ぴよぴよの会

原井幼稚園
ひまわり交流会

親子で園児たちと一緒に遊びながら、園の環境に慣れ、友達
をつくって楽しみましょう。※駐車場については、園で確保
していますので、お問合せください。
原井幼稚園 TEL 22-0076

初回 5/26(金) 原井
9：30～11:00
幼稚園

☆コロコロ、カタカタ木のおもちゃ展
木のおもちゃのデザイナー・樋口一成作品をはじめ、世
界の木のおもちゃなどをご紹介するもので、参加体験型
の展覧会になっています。

☆ホリデー創作活動【5月】
《木とモザイクのカラフルミラー》
日にち：5/3(祝)・4(祝)

会 期：5月28日(日)まで

参加費：1人 500円

《木の迷路》
日にち：5/5(祝)・6日(土)
参加費：1人 500円

☆ゲストワークショップ

定員：各日先着50人

《おしゃれな鳥の笛をつくろう》
日にち：5/7(日)
参加費：1人 300円

《小枝のカラフルオブジェ》
日にち：5/13(土)

参加費：1人 200円

《タマがコロコロころがるおもちゃをつくろう！》

《木のパラパラパズル》
日にち：5/20(土)・21(日)

日にち：5/14(日)
参加費：1人 500円

参加費：1人 300円

《木の枝の昆虫たち》
日にち：5/27(土)・28(日)

定員：先着30人
講師：近藤安由美さん(出品作家)

参加費：1人 100円

定員：先着30人
講師：樋口一成さん(出品作家)

※6月の予定は市報でご確認ください

※いずれの活動も１３：００～１６：００
当日１５：３０までに１F創作室に申込んで下さい。

問合先：浜田市世界こども美術館 TEL ２３－８４５１
メール hama-b@nifty.com

問合先：石正美術館 TEL ３２―４３８８
もよおし

日

時

内容

ねんどdeデコ～オムライスとアイスの
5/3(祝)
マグネット～

13:00～15:00

しっかり作れるオムライスとカンタンお手軽なアイス
クリームを選んで作れます。料金:各400円(セット700
円) 定員:各先着20人(要予約) 石正美術館創作室

石州和紙でこいのぼりを作ろう

5/5(祝)

13:00～15:00

料金：300円

金悠里 ピアノ＆トークコンサート

5/6(土)

14:00～15:00

無料

石正美術館創作室

石正美術館創作室

※６月の予定は市報６月号でご確認ください。

初めての乗馬スクール

かなぎウェスタンライディングパーク

乗馬や馬の飼育作業を通して「思いやりの心、たくましく生きる力」を身につける体験をしてみませんか？
対 象：小学校１年生～中学３年生まで(初めて参加される方、初心者の方)
日 時：６月３日(土)～４日(日)【1泊2日】
場 所：かなぎウェスタンライディングパーク
料 金：15,400円(税込) バーベキュー、宿泊、乗馬、保険料含む 定 員：各10名
申込締切：定員になり次第締め切り
申込方法：電話にて空状況を確認後、申込用紙をＦＡＸしてください。申込用紙はホームページから
ダウンロードできます。 http://www.iwamifukushikai.or.jp/riding/index.html
問合先：かなぎウエスタンライディングパーク

担当

大石麻衣

ＴＥＬ ４２－２２２２

交流員と一緒に料理を作りませんか？

国際交流料理教室

国際交流員3人とベトナム、中国、アメリカの料理(魚のスープ、豚の角煮、スイーツ)を一緒に作りませんか。
日 時：5月27日(土) 9：30～12：30
参加費：600円(会員300円) 小中学生 300円
申込方法：電話で申し込んで下さい。

場 所：石見公民館 調理室・和室
定
未就学児 無料
申込締切：5月24日(水)
申込・問合先：浜田国際交流協会

もよおし

日 時

金城三偉人ウォーキング大会第一弾
能海寛歌碑めぐりウォーキング大会

5/20(土)
8:30～12:00
少雨決行

旭健康ウォークin都川
棚田トレッキング
小国の自然に親しむ会

5/28(日)
少雨決行

員：15人

TEL ２４－１２４１

内 容
集合場所:波佐公民館 参加費:300円（中学生以下無料）
申込方法:電話で申込。当日参加も可能
申込・問合せ:金城地区6公民館連絡協議会 波佐公民館
TEL 44-0146
集合場所:谷河内神社 参加費:無料
申込・問合せ:都川公民館 TEL47-0001

場所:小国公民館 定員:350人 ※当日、昼食引換券を購入して下さい
5/21(日)
11:00～14:00 参加費:中学生以上1,000円 小学生以下300円
申込・問合せ:小国公民館 TEL44-0254
雨天決行

子どもの居場所（みんなの居場所）
水曜日 開所時間 15：00～18:00まで 5月3日(水）はお休み
土曜日 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。
＊就学前のお子さんは保護者の方とご参加ください。
＊保険はありませんので、保護者さんのご理解のもとよろしくお願いいたします。
５月

６日（土）13：00～16：00

2017/5・6月の予定

フリータイム

５月１３日（土）10：00～16：00
★申し込み：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(300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。

10：00～13：00
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
❤おるすばんの日に、ひとりでできるお昼ごはん♪
和風パスタ・コンソメスープ・くだもの
13：00～16：00 フリータイム

５月２０日（土）13：00～16：00

おはなし会＆だがしやさん

５月２7日（土）13：00～16：00

笹まきをつくろう
＊できるだけ前日までに予約してください。一人100円

６月

フリータイム

３日（土）13：00～16：00

６月10日（土）13：00～16：00

おはなし会＆だがしやさん

６月17日（土）10：00～16：00
★申し込み：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（300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。

10：00～13：00
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
❤おるすばんの日に、ひとりでできるお昼ごはん♪
チキンメンチカツ（揚げずに焼く）・わかめの味噌汁・くだもの
13：00～16：00 フリータイム

6月24日（土）13：00～16：00

おやつをつくろう

7月

フリータイム

1日（土）13：00～16：00

一人100円

5月から曜日を変更してます。

えんがわＣａｆｅ

5月10日（水）・6月14日（水）10：00～15：00
浜田に新しく来られた方も、どうぞお気軽においでください。
子育てや地域の情報も提供しています。おむつかえもできます。
★子どもさん連れの催しなどにスぺ―スもお貸ししています。ご相談ください。

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

