浜田市教育委員会 青少年サポートセンター発行 ＮＯ.１８０

旭温泉「湯ったり神楽」

子ども将棋教室

毎週土曜日、旭温泉で神楽を上演します。神楽衣装の試着
体験や、神楽道具のプレゼントもあります。

日

時：9月10日・24日・10月22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

日
料

時：9月9日(土)～11月18日(土)までの毎週土曜日
20：30～
場 所：旭温泉あさひ荘 休憩棟
金：500円 ※中学生以下無料

問合先：旭支所産業建設課

浜田養護学校 学校公開について

ファミリースポーツ教室

○学校紹介、施設見学など

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「ラダーゲッター」の教室を行います。
時

TEL ４５－１４３７

日

時：第1回 9月26日(火) 9：30～12：00
第2回10月４日(水) 9：30～12：00
申込締切：9月15日(金)
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。
電話もしくはFAXでお申し込み下さい

間：19：00～21：00
参加費：無料
※運動のできる服装で室内用シューズ持参

申込・問合先：本庁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

9/8(金)

周布小体育館

9/14(木)

長浜小体育館

9/12(火)

国府小体育館

9/15(金)

第四中学体育館

9/13(水)

三階小体育館

問合先：浜田養護学校 永瀬さん、永見さん
TEL ２８－２２００ FAX ２８-２２０１

第144回鑑賞例会 舞台劇 劇団うりんこ

「ともだちやーあいつもともだちー」公演

石央文化ホール合唱団「響」 演奏会
第１０回目の記念演奏会を開催します。
第１部

混声合唱組曲「ひたすらな道」・イエローカイト
(島根県立大学)・ファイブカラーズ(益田市男声合唱団)

第２部 女声合唱「落葉松」 男声合唱「銀河鉄道999」など
第３部 「川の流れのように」など
指 揮：山﨑勝さん
ピアノ 渡邉直子さん
日
会
料

金城三偉人ウォーキング大会第２弾

島村抱月ウォーキング大会

時： 10月1日(日) 13：30～
開場13：00～
場：石央文化ホール
金：前売券 1,000円 当日券 1,200円
大学生以下 無料

問合先： 石央文化ホール

日 時：9月16日(土) 14：00 開演 18：00 開演
場 所：いわみーる体育室
参加費：会員制 月会費1,300円
※入会金 200円 ４歳以上一律
問合先：浜田おやこ劇場 TEL ２３－６３９６

今年からコースが変わり、久佐コース・小国コース
に分け、ゆかりの地を巡ります。今回は久佐コースで開催
日

時：9月30日(土) ※少雨決行
8：30～12：00
受付 8：00～8：15
集合場所：久佐公民館 参加費：３００円 ※中学生以下無料
申込方法：電話で申し込んで下さい。当日の参加も可能。

TEL ２２-２１００

申込・問合先：久佐公民館

TEL ４２－２６６６

新規申込開始日：9月1日(金) 9：00～
申込方法：申込書に必要事項を記入の上、受講料を添えて申し込んで下さい。※申込書はラ・ペアーレ浜田にあります。
≪体験会≫ 申込方法：講座を確認の上、電話で申し込んで下さい。用意するものなどは、申込時に案内します。
催し

日時

申込締切日

英語であそぼ！(小学生低～中学年)

10/3(火)

16:40～17:25

前日

英語であそぼ！(小学生中～高学年)

10/3(火)

17:35～18:20

前日

参加費 定員 申込・問合先：
無料
5人 ラ・ペアーレ浜田
TEL ２２－１０３５
無料
5人

KID’S DANCE 初級(4歳～小学生 低学年)

9/28(木)

16:20～17:20

前日

100円

15人

KID’S DANCE 中級(小学生低学年～高学年)

9/28(木)

17:25～18:25

前日

100円

15人

3Bベビー＆ママ(生後1か月以上)

10/2(火)

12:00～13:00

9/30(土)

300円

10組

五風書展

こくぶ学園秋まつり

五風会員の１年間の歩みの作品及び五風誌の園児、小・
中・高校生、一般の人の優秀作品、夏期書道講習会参加
者の作品を一挙に展示します。※8日は16：00まで

地域の保育園や学校による発表・演奏・神楽・ダンス
などのステージや、焼きそば・たこ焼きなどの模擬店を
行います。 綿菓子・ポップコーンは無料です。

日
場

日
場

時：10月7日(土)・8日(日) 9：00～17：00
所：石央文化ホール
料 金：無料

問合先：五風会

平成２９年度

戸津川政世さん

TEL ２３－３１７３

時：10月7日(土) 10：00～14：00
所：こくぶ学園正面玄関前

問合先：こくぶ学園

TEL ２８－００８４

後期スポーツ教室

教室名
曜日
時間
募集対象
定員
開講
剣 道
火・木
小・中学生
60人 10/12 開設期間：10月11日(水)～平成30年３月10日(土)
18:30～20:00
柔 道
水・金
幼児～中学生
60人 10/11 参加料 ：小・中・高校生 ４,０００円(週２回課程)
ママ＆ベビー
乳児～入園前幼 30組
２,５００円(週１回課程)
木
10:00～11:30
10/12
キッズ３Ｂ
児と保護者
(60人)
ママ＆ベビーキッズ ６,２００円
レスリング
木
18:30～20:00 幼児～中学生
30人 10/12 受付開始：9月16日(土) 13：00～
小学校4年生～
居 合 道
金
18:30～20:00
10人 10/13 申込み・問合先
中学生

島根県立石見武道館 TEL ２３－７１７０

ファミリースポーツの日
トランポリン・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、新感覚綱渡りスポーツ「スラックライン」を設置します。
日

時：９月１６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

県体運動会
※参加料無料です。

日時

内容

10/1(日)
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
(水)～22日(金) 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２９年度 後期スポーツ教室
開設期間：10月6日(金)～30年3月16日(金)
受付期間：9月2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。 問合せ・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
※小学生は保護者が同伴してください

木

年中(H24.4月～H25.3月生) 15人
年長(H23.4月～H24.3月生) 25人

参加料
2500円

10/17
10/25

10/17

17：00～18：30

小学校4～6年生

35人

10/18

16：00～17：00

小学校1～3年生

60人

10/12

小学校1～6年生

45人

19：00～20：50

30人
小学校4～6年生

小学生以上

週2回 4000円

開始日

30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

2500円

10/19

20人

10/13

25人

小中高 2500円
親子 6200円 10/19

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

定員

9/15(金)～
21(木)まで

敬老週間は65歳以上が無料

TEL ２８－３９００
TEL ２８－３６１４
その他

対象：年内に65歳以上となる人 ※9/19(火)は休館日です
※年齢の証明ができるものをご提示ください

隠岐ジオスペシャル講座
～すすめ！環境レンジャー！～

9/10(日)
10：00～12：00

30人

島根の環境を守るため、ミッションをクリアして、君も環境
レンジャーになろう。 場所：アクアス1階レクチャーホール

川の生き物で自分だけのボトル
アクアリウムを作ろう

9/24(日)
10：00～12：00

インテリアとしても注目されているボトルアクアリウムを、
30人 自分で作ってみよう。集合場所：アクアス近くの川
参加料：200円 申込方法：電話申込及びHP申込

ゆったり親子の会
対象：未就学児と保護者 場所：新シロイルカプール2階テラ
9/11(月)・25(月) 先着
シロイルカ プチ スプラッシュ
ス 参加料：無料(入館料に含む) 申込方法：当日、1階総合
10:30～11:00
30人
体験
案内所で申込んで下さい。
日程

９月の神楽情報(雨天中止)

社中

3日(日) 谷住郷神楽社中
10日(日)
17日(日)
18日(祝)
23日(祝)
24日(日)

西村神楽社中
熱田保存会
岡見神遊座
佐野神楽社中
美川西保存会

図書館

中央図書館
TEL22-0480

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

申込先：学習交流係 TEL 28-3614
http://www.aquas.or.jp

問合先：石央マリン開発(株)
TEL ２８－３３８８

催し

※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

おはなし会

毎週土曜日 10:30

今月のテーマは「からだっていいな」
第3土曜日は「楽しいデコレーション」を開催

おはなしタンポポ

9/3(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

9/9(土) 14:00～

「てんぐのかくれみの」ほか

古典のよみきかせ

9/10(日) 13:30

源氏物語から夕顔の君にまつわるお話「半蔀」

子ども映画会

9/17(日) 13:30

うっかりペネロペ

図書館シネマ

9/24(日) 13：30

バードマン あるいは (無知がもたらす予期せぬ奇跡)

電子紙芝居

9/24(日) 14:00

「ふくろうのそめものや」ほか

はじとみ

みんなともだち編

金城図書館
TEL42-1823

おはなし会と楽しい 9/9(土) 10:00
おりがみ教室

大型絵本・紙芝居の読み聞かせと楽しいおりがみ教室
テーマ「おしゃべりコップを作ろう」

旭図書館
TEL45-1439

ブッくんタイム

絵本の読み語りなど

三隅図書館
TEL32-0338

おはなし会とペタペ 9/9(土)
タアートワーク

9/6(水) 10:30

10:30

絵本などの読み語りと楽しいかべの飾り付け
テーマ「夕焼けのトンボたち」

問合先：石正美術館 TEL ３２―４３８８
もよおし
石本正記念展示室

石本正作品選Ⅱ

企画展示室・ギャラリー

第3回石本正日本画大賞展

日

時

10/9(祝)まで
9:00～17:00

料金
料金：高大生300円、小中生：200円

※「しまね家庭の日」毎月第3日曜日に家族で来館された入場者のうち、高校生以下は無料です。
※10月の予定は市報でご確認ください。

☆第49回浜田市美術展

ワークショップ

≪写真教室≫

☆ホリデー創作活動【９月】
《傘袋ロケット》
日にち：9月2日(土)・3日(日)

参加費：1人 100円

《青空パラシュート》
日にち：9月9日(土)・10日(日)

参加費：1人 100円

《はてしない世界》
日にち：9月16日(土)～18日(祝)

参加費：1人 300円

《ペット飛行機》
日にち：9月23日(祝)・24日(日)

参加費：1人 100円

☆アートパレード展関連イベント
時：9月24日(日)

申込締切：9月22日(金) 申込方法：電話で申込み
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

☆アートパレード展

《ニョロ笛をつくろう》
日

対 象：小学生以上 ※小学生は保護者同伴
日にち：10月1日(日)10：30～17：00 受付 9：30～
場 所：１階創作室
参加費：無料
講 師：江川安夫さん・倉井久夫さん・松谷敏秀さん・
井上健治さん
定 員：20人 ※カメラ(スマートフォンによる撮影は除く)
昼食・飲み物などを持参して下さい

会
料

9：30～17：00
※不在の場合があります

場 所：4・5階展示室
参加費：1人 300円 ※展覧会観覧料が必要
※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
※１０月の予定は市報でご確認ください。

期：9月24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

2017/９・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２日（土）13：00～16：00

フリータイム

９月９日（土）お休み

公民館事業参加のため

９月１６日（土）13：00～16：00

おはなし会＆だがしやさん

９月２３日（土）祝日

ひとつ１０～５０円

お休み

９月３０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の料理教室
～お留守番の日にひとりでできるお昼ごはん～
炊飯器でカレーピラフをつくろう
13：00～16：00
フリータイム

１０月

フリータイム

７日（土）13：00～16：00

１０月１４日（土）13：00～16：00

おはなし会＆だがしやさん

１０月２１日（土）お休み

子どもイベント参加のため

１０月２８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。

10：00～13：00
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

１１月

フリータイム

４日（土）13：00～16：00

えんがわＣａｆｅ

ひとつ１０～５０円

＊価格により魚の種類は変更するかもしれません。

13：00～16：00

フリータイム

９月13日、10月11日 11月８日（第２水）10～15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・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）090-8064-7940
krs.engawa@ezweb.ne.jp
ブログもご覧くださいhttp://blog.canpan.info/h-engawa

