浜田市教育委員会

青少年サポートセンター発行

浜田ウォーキング協会

子ども将棋教室
時：3月25日・4月8日・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

マリン大橋ウォーキング

日

浜田国際交流協会 中国料理教室
～春の養生に中国料理を～
中国に昔から伝わる養生文化を取り入れ、春の体力作りに
役立つ料理を国際交流員の于清(うせい)さんと一緒に作りま
せんか？手羽先のもち米ご飯、昆布と冬瓜のスープ、エリ
ンギの和え物を作ります。(予定)
対 象：小学生以上
日 時：3月17日(土) 9：30～13：00
場 所：石見公民館 調理室・和室
定 員：15人
参加費：600円【会員・中学生以下300円】
申込締切：3月14日(水)
申込方法：電話で申し込んでください。
申込・問合先：浜田国際交流協会

TEL 24-1241

早い春を見つけながら気持ちよくウォーキング
を楽しみませんか？
日 時：3月11日(日) 10：00～ 少雨決行
受付 9：30
コース：お魚センター発着5km
参加費：無料 ※小学校低学年以下は保護者同伴
申込締切：3月9日(金) ※当日受付も可能
問合・申込先：浜田ウォーキング協会 西川さん
TEL 090-9507-1755

朗読を楽しむ会「波」春の朗読会
エッセイ・小説・詩・昔話など様々なジャンルの作品を朗
読します。新たな本の魅力に出会いませんか？
日 時：3月17日(土) 13：30～15：30
場 所：中央図書館 多目的ホール
朗読作品：芥川龍之介の名作短編「トロッコ」
浜田を舞台にした太宰治「葉櫻と魔笛」
新美南吉「ごんぎつね」ほか
参加費：無料
申込・問合先：朗読を楽しむ会「波」佐々本さん
TEL：48-2036(18：00以降)

小学生バレーボール教室体験会

146回鑑賞例会 人形劇 よろず劇場とんがらし

「おおかみと七ひきのこやぎ」公演
「おおかみと七ひきのこやぎ」が原作通りに進まない抱腹
絶倒の超絶腹話術の人形劇！
元保育士の演者が語る子育て講演会も同時開催。
日

時：3月18日(日)
人形劇 16：00～17：00
子育て講演会 17：00～17：30
場 所：浜田市総合福祉センター会議室(2F)
参加費：会員制 月会費1,300円
(入会金200円 4歳以上一律)
※会員募集中。詳しくはお問い合わせください。
問合先：NPO法人浜田おやこ劇場
TEL／FAX 0855-23-6396（平日午後）
Email oyako-chan@h8.dion.ne.jp

ＮＯ.１８３

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
象
日時場所
参加費

市内在住の小学校2年生以上
三階小学校体育館・土曜日 9：00～12：00
原井小学校体育館・木曜日 19：00～21：00
無料（体験会）
※引続き教室に加入する場合は年会費等が必要

申込・問合先：浜田市バレーボール連盟
白瀬 亘（TEL 27-0690）
金岡敬子（TEL 22-1873）

子ども将棋大会
入門者大会と中級者大会、上級者大会があり、それぞれ
3位まで賞状と賞品あり！
日
場
費
申

時：4月15日(日) 受付 9：00～9：30
所：浜田市総合福祉センター
(こども美術館となり)
用：500円
込：不要

問合先：立脇真吾さん
TEL 090-2479-2660

平成30年度 前期スポーツ教室
開設期間：4月～9月 受付期間：3月10日(土) 9：30～ ※定員になり次第締切
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・保険料を添えて持参してください。
電話、インターネットによるお申込はできません。
参加料：小・中・高 2,500円、体操競技 4,000円、トランポリン親子 6,200円
※スポーツ安全保険に加入していただきます。
保険料：幼・小・中学生 800円、高校生・大学・一般 1,850円
体

験：体験入会（1教室1回）、ただし施設使用料が必要。
教室名

キッズ広場
体操競技クラブ

曜日
火

実施時間

募集対象

定員

15:20～16:20 H25.4月～H26.3月生 15人

火・水 16:30～18:30 小学生(実技認定者) 30人

キッズ体操

水

15:20～16:20 H24.4月～H25.3月生 20人

アクティブジュニアスポーツ

水

17:00～18:30

小学校4～6年生

35人

16:00～17:00

小学校1～3年生

60人

小学校1～6年生

45人

ふれあい広場
体操

木

ジュニア卓球

17:00～18:30

ジュニアテニス

金

トランポリン＆スラックライン

木

30人
小学校4～6年生
20人

19:00～20:50

小学生以上

25人

問合・申込先：県立体育館
TEL 23-1201（月曜休館）

※トランポリン＆スラックライン：小学生のみでの参加には保護者の付き添いが必要です

☆ホリデー創作活動【3月】
《黒板づくりに挑戦》
木の板に黒板塗料を塗って本格的な黒板を作ろう。
日にち：3月3日(土) 参加費： 500円

《エビスの鯛づくり》
ダンボール製の鯛に飾りを付けるよ。釣って遊ぼう。
日にち：3月4日(日)
参加費： 300円
定 員：先着25人

《アニマルボード》
木の板を動物の形に切って絵の具で色をつけるよ。
日にち：3月10日(土)・11日(日) 参加費：200円

《糸ノコで木のオブジェづくり》
糸ノコギリの機械を使って作品づくりに挑戦しよう。
日にち：3月17日(土)・18日(日) 参加費：300円

《扇子づくり》
扇子にペンで絵を描いてデザインするよ。
日にち：3月21日(祝)
定 員：先着30人
参加費：300円

《木のビーズと布のタペストリー》
麻布にビーズと毛糸を引っ掛けて作るよ。
日にち：3月24日(土)・25(日) 参加費：200円

《木っ端のネックレス》
木片でステキなネックレスを作ろう。
日にち：3月31日(土)・4月1日(日) 参加費：100円
※いずれの活動も１３：００～１６：００
当日１５：３０までに１F創作室に申込んでください。
問合先：浜田市世界こども美術館 TEL ２３－８４５１
メール hama-b@nifty.com

☆遊べる木のおもちゃ展
木のおもちゃを実際に手に取り遊びながら、木のおも
ちゃの魅力を存分に味わうことのできる内容です。
●磁石のついた木のブロックを上手くつなぎ合わせて
作る道に、ビー玉を転がして遊ぶことのできる迷路
の作品
●多種類のコマを紹介するコマスタジアムも再登場
日
料

時：3月10日(土)～5月27日(日)まで
金：一般 400円 高・大学生 300円
小・中学生 200円

☆石見神楽公演(3月)
4日(日)

日脚神代神楽社中

11日(日) 久佐西組神楽社中
18日(日) 周布鳶巣神楽保存会
21日(祝)

時
場
料

(午前) 岡﨑神楽社中
(午後) 岡見神遊座

10:00～12:00
14:00～16:00

間：14：00～16：00
所：3階多目的ホール
金：無料

☆浜田こどもアンデパンダン展
日 時：3月4日(日)まで
料 金：一般 200円 高校・大学生 100円
小学・中学生 50円

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

シロイルカパフォーマンス
リニューアルOPEN！

定員

シロイルカパフォーマンスプールのリフレッシュ工事が完了
し、リニューアルOPENします。パフォーマンスを行うシロイ
ルカはアーリャ・シーリャ・ミーリャの親子3頭。親子3頭に
よるシロイルカパフォーマンスは国内初となります。

3/24(土)から

いわみふれあいの磯
リニューアルOPEN！

内 容

3/16(金)

アクアス春祭り2018
アクアスに春がやってきた!

石見のおいしい味が大集合！石見神楽をはじめ、様々なス
テージをお楽しみください。場所：アクアス前中央広場
天候により、スケジュール変更・中止になる場合があります

3/24(土)・25(日)
10：00～15：00

特別展
「ヤド・カリる？」

借りもの暮らしのヤドカリたちの秘密を探るよ！

5/7(月)まで

冬限定、オウサマペンギンのお散歩タイムを実施します。
※天候やペンギンの体調により予告なく中止する場合有

3/31(土)までの
土日祝12:30～(15分)

ペンギンパレード
※春休み(3/24～31)は毎日開催

ゆったり親子の会
「お魚さんにあいにいこう!」

3/12(月)
10:30～11：00

アクアスの裏側を探検してみましょう。料金：無料(入館料に
先着
含 む ) 対 象:未 就 学 児 と 保 護 者 場 所 ： ア ク ア ス 館 内
30人
※当日、1階総合案内所で申込んでください

日曜講座 早春の磯へ生き物
さがしに行こう！

3/11(日)
10:00～12:00

まだ冬色の海で生き物の気配を見つけられるかな？ 料金：無料
30人 場所：アクアス近くの海

日曜講座に関して
申込方法：電話で申し込んでください。ホームページからも申し込めます。
申込・問合せ先：学習交流係（TEL 28-3614） http://www.aquas.or.jp

☆野鳥観察会
☆蔵書点検に伴う休館日のお知らせ
中央図書館では、蔵書点検のため、通常の休館日に加え
次のとおり休館します。
蔵書点検に伴う休館日：3月1日(木)・2日(金)
図書館

催し

日 時：3月28日(水) 10：00～12：00
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年生～6年生
定 員：先着10人
申込締切：3月23日(金)
申込方法：中央図書館窓口又は電話で申込
※雨天時は多目的ホールで野鳥のお話をします。

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「春を見つけたよ」
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

3/4(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

3/10(土) 14:00

「はなさかじいさん」ほか

古典のよみきかせ

3/11(日) 13:30

「天鼓」：天から降ってきた鼓をめぐる悲しい少年
の物語(中国のお話)

子ども映画会

3/18(日) 13:30

「くまのがっこう

図書館シネマ

3/25(日) 13:30

「スミス都へ行く」（アメリカ映画）

電子紙芝居

3/25(日) 14:00

「マッ君とプーちゃん」ほか

金城図書館
TEL42-1823

おはなし会と
楽しいおりがみ教室

3/11(日) 10:00

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「音が鳴るぶんぶんごまを作ろう♪」

旭図書館
TEL45-1439

ブっくんタイム

3/7(水) 10:30

絵本の読み語りなど

三隅図書館
TEL32-0338

おはなし会と
ペタペタアートワーク

3/10(土) 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「モモの木におひなさまを飾ろう」

中央図書館
TEL22-0480

ジャッキーとパンやさん」

申込み・問合先：島根県立石見武道館 TEL 23-7170
教室名
剣

道

曜日
時間
火
18:30～20:00
木
水
18:30～20:00
金

募集対象

定員

開講日

小・中学生

50人

4/10

平成30年度 前期スポーツ教室

開設期間：4月10日(火)～9月15日(土)
参加料：小・中・高校生 4,000円(週2回課程)
柔 道
幼児～中学生
50人 4/11
2,500円(週１回課程)
ママ＆ベビー
乳児～入園前幼児と 30組
ママ＆ベビーキッズ 6,200円
10:00～11:30
キッズ3B
保護者
(60人) 4/12 受付開始：3月17日(土) 13：00～(先着順）
木
※スポーツ安全保険に加入していただきます
レスリング
18:30～20:00
幼児～中学生
30人
保険料：幼・小・中学生 800円
居 合 道
金 18:30～20:00 小学校4年生～中学生 10人
4/13
高校生・大人 1,850円
体験・見学：教室体験は各教室1回までとし、個人施設使用料が必要。見学は無料。

もよおし

日

時

石本正作品選Ⅳ
石本正 心の眼1～私を感動させた日本画～
光の回廊
心彩る

写真展
古布の四季

☆サックスコンサート
「それぞれの旅立ちvol.4」

3/18(日)まで
3/11(日) まで

山本楷子作品展

3/24(土)～4/1(日)

2018年度・石本正作品選1
3/24(土)～6/24(日)

石本正素描展「イタリアの思い出」
コトノブラザーズコンサート

4/1(日) 14:00～15:30

島根県内を中心に音楽活動・指導を行う
杉本孝一さんと、その門下生たちによる
サックスコンサート。入場無料
日 時：3月24日(土)
14：00～16：00
場 所：石正美術館創作室

浜田のまちの縁側 みんなの居場所
水曜日 子どもの居場所 開所時間 15：00～17：00 ４月からは18:00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
3/10(土)・3/21(水)・3/31(土)・4/7(土)・5/5(土)はお休みします

2018/3・4月の予定

3月3日（土）13：00～16：00

桜もちをつくろう

3月10日（土）

お休み（公民館事業のため）

3月17日（土）13：00～16：00

おはなし会＆だがしやさん

春休みのえんがわ：3/24(土)・3/28(水)・4/4(水)のみ

１人100円

ひとつ１０～１００円

※新学期：4/11(水)から

フリータイム・いわみっ子まつりの準備

3月24日（土）13：00～16：00

3月25日（日）10：00～15：00 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中！←参加希望者はまちの縁側まで連絡ください。
3月28日（水）10：00～16：00
申込：なるべく前日までにまちの縁側へ
連絡先：090-8064-7940(栗栖)

10：00～13：00 お昼ごはんをつくります。
13：00～16：00 フリータイム
持ち物：エプロン、三角巾、昼食代(300円)

4月4日（水）13：00～16：00

フリータイム

4月14日（土） 13：00～16：00

おやつをつくろう

4月21日（土） 13：00～16：00

おはなし会＆だがしやさん

4月28日（土）10：00～15：00
申込：前日までにまちの縁側へ
★送迎は各自でお願いいたします。
★まちの縁側に９：４０に車で集合してください。
いっしょにいきます。（定員２０名程度）

むしたにさんちにたけのこほりにいこう
★服装：汚れてもよい長そで、長ズボン、長くづ
★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。【連絡先 090-8064-7940(栗栖)】

5月５日（土）

お休み

えんがわＣａｆｅ

3月14日

1人100円

4月11日(第２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。

ひとつ１０～１００円

申込・お問合せ：浜田のまちの縁側
携帯(代表栗栖) 090 8064 7940
Email krs.engawa@ezweb.ne.jp

