浜田市教育委員会

青少年サポートセンター発行

子ども将棋教室

浜田養護学校 はまようまつり
内

容：午前
午後

小学部・中学部・高等部の学習発表会
作業学習製品の販売・PTAの出し物
福祉事業所製品の販売・はまよう神楽社中
による「大蛇」上演など。

日 時：11月18日(土) 9：30～14：30
場 所：浜田養護学校
問合先：浜田養護学校 はまようまつり担当 福田さん
TEL２８－２２００ ＦＡＸ２８―２２０１

ＮＯ.１８１

日

時：11月12日・26日・12月10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

軽スポーツの集い

クリスマス

親子でスイーツ粘土

～壁掛けクリスマスツリーを作りませんか～
日 時：11月25日(土) 13：30～15：30
参加費：1,800円（材料費込み）
定 員：15組
場 所：ラ・ペアーレ浜田 ３階
申込締切：11月20日（月）
※親子1組で1つの作品を作ります
申込・問合先：アトリエカロス琴野さんまで
TEL ０９０－７５４４－６０１９

県体スポーツ塾

親子HIPHOPダンス

体を動かし、ダンスへの関心を高めませんか？
対 象：小学校1年生～3年生
日 時：12月9日(土) 10：00～11：30
場 所：県立体育館 多目的ルーム
指導者：外部講師
定 員：20人 料 金：150円
申込期間：11月8日(水)～22日(水) 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シューズを持参

子どもから高齢者まで、誰でも気軽に楽しめる
バウンスボール大会を行います。
対 象：小学校4年生以上
チーム：一般の部とファミリーの部があります。
1チーム3～5人で登録し、コートには
3人が入り行います。
ファミリーの部は、コートに小学生以下1人と
大人1人を含む３人が入ります
日 時：11月26日(日) 8：00～12：00(予定)
場 所：三階小学校 体育館
料 金：無料
申込締切：11月10日(金)
申込方法：申込用紙に必要事項を記入の上、郵送・FAX
又はメールで申し込んで下さい。
申込書は本庁生涯学習課にあります。
市ホームページからダウンロードもできます。
※運動のできる服装で、室内用シューズを持参
問合先：本庁生涯学習課スポーツ振興係
〒697-8501 殿町1番地
TＥＬ 25-9721 FAX 22-5090
Email manabi@city.hamada.lg.jp

申込・問合先：県立体育館 TEL ２３－１２０１
（月曜日休館）

万灯山公園

紙漉き・ものづくり体験
みすみフェスティバル

イルミネーション点灯式

万灯山公園に恒例のイルミネーションを設置し、点灯式
を開催します。点灯式では、浜田青年会議所による
市民参加型のイベントや、市内合唱グループによる
コーラス、ぜんざいの振る舞いなどを行います。
イルミネーション点灯式
日 時：11月23日(祝)
18：00～19：00(少雨決行)
イルミネーション点灯期間
期 間：11月23日(祝)～平成30年1月8日(祝)
17：00～22：00
場 所：万灯山公園
※万灯山公園には駐車場がありません。
車で来られる場合は、市営駐車場(30分無料)
を利用して下さい。
問合先：本庁建設企画課都市計画係

TEL 25-9601

バウンスボール大会

石州半紙技術者会による、紙漉き体験・ものづくり体験を
みすみフェスティバルの2日間行います。
日

時：11月11日(土)・12日(日)
9：30～16：00
※お好きな時間にお越しください
場 所：石州和紙会館
参加費：紙漉き体験 ハガキ(2枚) 540円
A3サイズ 1,290円など
問合先：石州和紙会館 ＴＥＬ 32-4170

しまね海洋館
問合先・申込先
定員

TEL ２８－３９００
TEL ２８－３６１４

もよおし(対象：どなたでも）

日時

その他

幸せをお届け！シロイルカ写真展

11/22(水)～
30/1/22(月)まで

飼育スタッフにしか撮れないような、シロイルカのあんな
ショット・こんなショットを一挙公開！ 3階特別展示室

アクアス体験スクール
ふわふわカラーのプラ板作り
～海の生物を描こう～

11/19(日)
10：00～12：00

30人 色鉛筆で描くから、グラデーションなどの細かい色使いが
できるよ！ 場所：1階レクチャーホール
講師：アクアスサポーター 料金：1枚100円

ゆったり親子の会
11/13(月)・27(月) 各回
対象：当日アクアスに入館している未就学児とその保護者
アシカのニーナとハイ・ポーズ！
10：30～11：00
先着
申込方法：参加当日、1階総合案内所で申込んで下さい。
30人
体験スクールは電話もしくはホー
ムページから申し込んで下さい。

申込先：学習交流係 TEL 28-3614

11月の神楽情報(雨天中止)
日程

社中

3日(祝) 岡見神遊座
4日(土) 熱田保存会
5日(日) 上府神楽社中

場所：アクアス隣はっしー
広場ステージ
時間：１３：００～１５：００
問合先：石央マリン開発(株)
TEL ２８－３３８８

http://www.aquas.or.jp

第3回 B級グルメ大会
日

場

時：11月3日(祝)～5日(日)
10：00～17：00
最終日は16：30まで
所：アクアス前中央広場

☆新聞紙の変身展開催中！

☆ホリデー創作活動【11月】
《新聞紙とレジンのアクセサリー》
新聞紙を切り取りレジン液を使って、
アクセサリーを作ろう
日にち：11月11日(土)・12日(日)
参加費：１人 500円

《新聞紙ロケット》
新聞紙を巻いた棒でロケットを飛ばそう
日にち：11月18日(土)・19日(日)
参加費：1人 100円

《新聞紙でエコバック》
新聞紙を使っておしゃれなエコバッグ作りに挑戦！
日にち：11月23日(祝)
参加費：1人 200円

《新聞紙のオブジェ》
新聞紙でステキなオブジェを作ろう。
日にち：11月25日(土)・26日(日)
参加費：1人 200円
※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

☆西部高等技術校出前工作教室
＜真ちゅうサイコロづくり＞
日
場
定

時：11月26日(日) 12：00～15：00
所：1階木工室
員：先着30人
参加費：無料

現在活躍中の造形作家4人による、新聞紙を使って制作
された作品の数々をお楽しみいただけます。
日にち：1月14日(日)まで
料 金：一般 400円 高校・大学生 300円
小学・中学生 200円

☆石見神楽公演
日 時：11月3日(祝) 12：00～14：00
場 所：3階多目的ホール
観覧料：無料
出 演：石見神楽熱田保存会

☆新聞紙で遊ぼう
「新聞紙の変身展」に併せて、楽しいイベントを
行います。
日 時：11月23日(祝) 11：00～11：30
場 所：4階展示室
指 導：梶目喜美江さん
※展覧会の観覧料が必要です。

☆国際交流ワークショップ
＜アメリカの風＞
MOMA(ニューヨーク近代美術館)の
学芸員と一緒に創作活動を行います。
日 時：11月3日(祝)～5日(日)
参加費：1人 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-

問合先：NPO法人浜田おやこ劇場 TEL／FAX ２３－６３９６
Email oyako-chan@h8.dion.ne.jp
タイトル

日時

会場

対象

定員

参加費

内容

オンガッカイ事前交流工作会 11/12(日) 浜田公 会員はどなた
ブンパカパッパを作ろう♪
10:00～ 民館
でも 一般は
11:30
研修室 小学生親子

20組 会員無料
程度 一般 1人100円

縦 笛 の 空 想 楽 器“ブ ン パ カ
パッパ”を作ってみませんか？
どんな音が出るのかな？

ロバの音楽座 乳幼児向けコ 11/26(日)
ンサート ポロンポロン公演
11:00～
11:45

30世 会員一世帯
帯程 500円
度
一般一世帯
1,000円

乳幼児とその家族を対象とし
た、古楽器と空想楽器による
「音と遊び」のコンサート。
※申込必要

0歳～3歳児と
その家族(4歳
以上の兄弟さ
い わ んは託児有)
11/26(日) みーる
17:45開場 体育室
18:00開演

第145回鑑賞例会 音楽
ロバの音楽座
オンガッカイ公演

図書館

催し

中央図書館 おはなし会
TEL22-0480

会員制
月会費1,300円
※入会金200円
4歳以上一律

日時

NHK教育テレビ「パンツぱんく
ろう」「からだであそぼ」やジ
ブリの「ゲド戦記」の中で聞き
なじみのある古楽器の音に触
れてみませんか♪

場所・その他

毎週土曜日 10:30

今月のテーマは「たび」
第3土曜日は「楽しいデコレーション」を開催

おはなしマラソン

11/11(土)

10:30

飛び入り参加ありの読み聞かせ劇場

電子紙芝居

11/11(土)

14:00

「背中のおじぞうさん」ほか

古典のよみきかせ

11/12(日)

13:30

神楽の演目から「紅葉狩」戸隠山の鬼女にた
ぶらかされた平維茂の格闘

おはなしタンポポ

11/12(日)

15:00

お話を覚えて語るストーリーテリング

子ども映画会

11/19(日)

13:30

「くまのがっこう
うび」

テーマトーク

11/23(祝) 13:30

テーマ「秋に読みたくなるエッセイ」

図書館シネマ

11/26(日) 13:30

インド映画「きっと、うまくいく」

電子紙芝居

11/26(日) 14:00

「2本のローソク」ほか

金城図書館 でまえとしょかんinさざんか祭り
TEL42-1823

11/4(土)・5(日)

おすすめしたいこどもの本・大型絵本の展示
おはなし会・おりがみ教室をスペシャル版で
お届け

ブッくんタイム
旭図書館
TEL45-1439 旭ふる里まつり図書館コーナー

11/1(水) 10:30

絵本の読み語りなど

11/12(日)

11:00

絵本の読み語りなど

11/12(日)

9:30・13:00

「まつぼっくりでふくろうをつくろう！」

ジャッキーのおたんじょ

おはなし会
旭ふる里まつり図書館コーナー
工作教室

三隅図書館 秋のおはなし会・
TEL32-0338 ペタペタアートワークin
みすみフェスティバル

11/11(土) 14:00～
11/12(日) 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「紙のステンドグラスをつくって図書
館を飾ります」

石正美術館まつり
もよおし

日時

石本正作品選Ⅲ
石本正素描展「鶏頭・芥子・糺の森」

12月23日(祝)まで
9：00～17：00

日

時：11/11(土)・12(日)

・展示室観覧無料
・創作広場
・フリーマーケット
※美術館前の駐車場はご利用いただけません。
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ください。

問合先：石正美術館 TEL ３２―４３８８

2017/11・12月の予定
浜田のまちの縁側 子どもの居場所（浜田市放課後子どもプラン「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 15：00～17：00 ただし12月27日(水)は13:00～16:00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 12月30日(土)はお休み
年内は12月27日の大掃除にて終了、新年は1月10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。
11月 4日(土)

13：00～16：00

フリータイム

11月11日(土)

13：00～16：00

アップルパイをつくろう

11月18日(土)

【お休み】

みはし★まつりに参加のためお休みです。

1人100円

11月25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。

10：00～13：00 パン粉でピザづくりに挑戦しよう！
ニコニコキッチンさんの料理教室
13：00～16：00
フリータイム

12月 2日(土)

フリータイム

13：00～16：00

12月 9日(土)

【お休み】

公民館事業のためお休みです

12月16日(土)

13：00～16：00

しめなわづくり

12月23日(祝) 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。

10：00～13：00
みんなでもちつき！
メニュー：あべかわ・チーズのせ、きなこ、
大根もち、豚汁、デザート
13：00～16：00
フリータイム

12月27日(水)

えんがわの大掃除

13：00～16：00

2017年1月13日(土)

13：00～16：00

参加者には駄菓子をプレゼント！

フリータイム

えんがわＣａｆｅ11月8日、12月13日 1月10日（第２水）10時～15時
どうぞどなたでもお気軽においでください。おむつ替えもできます。
申込・お問合せ

ボランティアスタッフ募集中！

：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

