浜田市教育委員会

生涯学習課発行 ＮＯ.１９２

ミニバスケットボールクラブ体験・見学会

第31回島根県スポーツレクリエーション祭
しまねレクリエーションフェスティバル浜田会場
バスケットボールを通じて、運動に必要な基礎体力を養うだ
けでなく、団体スポーツの楽しさを理解してもらうことを目 日時：7月6日(土) 午前10時～午後3時
的とした体験・見学会を開催します。
場所：島根県立体育館
内容：車いすラグビー、スラックライン、スポーツ吹矢
対象：石見小・三階小・松原小等（市内在住の小学生）
などのスポーツ・レクリエーション、石見神楽など
場所：石見小学校体育館
連絡先：島根県体育協会 TEL 0852-60-5053
日時：水曜日、土曜日、日曜日
平日：午後5時30分～7時
グリーンカーペットフェスティバルin周布
休日：午前9時～11時 または 午後1時～3時
料金：無料（体験・見学会）
日時：7月7日(日) 午前10時～午後1時
※引き続きクラブに加入する場合は年会費等が
場所：周布小学校 校庭（雨天時：周布小体育館）
必要となります。
内容：浜田三中吹奏楽部、科学部発表、浜商砂絵、その他
連絡先：石見サンズMBC保護者会事務局
ゲームや食べ物の出店があります。
金崎 TEL 090-5706-0500
連絡先：周布公民館 TEL 27-0058

こくぶ学園夕涼み会
日時：7月19日(金) 午後6時
場所：こくぶ学園 正面玄関前
内容：冷麺・たこ焼き・焼きそばなど屋台(かき氷・
ポップコーンは無料)・園児及び地域の出し物
連絡先：こくぶ学園(担当：大賀)

浜田市学校給食会

TEL 28-0084

親子給食会

対象：市内在住の令和二年度小学校
入学予定の幼児とその保護者(複数可)
日時：7月20日(土) 午前10時30分～0時30分
場所：浜田学校給食センター(原井町水産加工団地内)
定員：35組
料金：1組500円(幼児と保護者一人ずつの場合)
連絡先：7月10日(水) 正午までに電話で浜田市学校
給食会へ TEL 25-8600

浜田養護学校

サポーター講座

浜田スイミングスクール夏期短期教室
日時：1回目 7月23日(火)～26日(金)の４日間
2回目 8月6日(火)～9日(金)の４日間
いずれも開催時間は 午前10時～11時15分とします
対象：第1回目・2回目ともに25Ｍ泳げない子ども
(5歳から小学6年生まで)
場所：浜田スイミングスクール
バス：無料バスの送迎あります(国府コース、周布コース)
定員：40人
料金：会員は6,000円 スクール会員5,500円
連絡先：浜田スイミングスクール TEL 23-0230
HP https://hamada-swimming-school.jp

調べる学習コンクール応援講座を開催します
今年も図書館の資料を使った調べる学習の講座を開催しま
す。疑問に思ったこと、調べたいことをどうやって調べた
らいいの？そんな疑問にお答えします。

日時：7月24日(水)・25日(木) 午前9時30分～正午
※原則、2日間出席してください。
日時：7月20日(土) 午前9時30分 受付 午前10時～正午
場所：中央図書館多目的ホール
会場：浜田養護学校
対象：市内在住の小学生
内容：「自閉症スペクトラムについて」
(1～4年生は、保護者同伴)
申込：電話又は浜田養護学校ホームページから
定員：先着15組(30人程度)
連絡先：浜田養護学校 担当：出会、伊藤
申込：7月2日(火)から16日(火)までに中央図書館に
TEL 28-2200
電話、または窓口で申し込んでください。
その他：・事前に調べたいテーマを考えて申込み時に
お知らせください。
大麻山の昆虫調べ
・図書館利用者カードを持参してください。
対象：小学生以上(小学生は保護者同伴)
・図書館の資料をコピーする場合は有料です。
日時：8月10日(土) 午前9時～午後3時30分
(白黒1枚10円、カラー1枚50円)
場所：三隅中央会館・大麻山周辺
定員：20人
海で遊ぼう
料金：小・中学生 1,200円
日時：8月3日(土) 午前10時30分～正午ごろ
高校生以上：1,500円
※景品がなくなり次第終了
申込：7月26日(金)まで
場所：石見海浜公園
姉ヶ浜海水浴場
連絡先：三隅支所産業建設課産業振興係
料金：無料
申込：事前申込不要
TEL 32-2803
連絡先：石見海浜公園予約センターTEL 28-2231

在宅児フッ素塗布を実施します
歯科検診・フッ素塗布(歯ブラシに液をつけて塗布します。)・むし歯予防の話をします。
対象 浜田市に住所がある1歳以上の在宅幼児 ＊保育所(園)・幼稚園で実施している場合は、園で受けてください。
日時：8月1日(木)
受付：①午後1時30分～2時 ②午後2時～2時30分 ＊①または②を選択し、電話で申し込んでください。
場所：子育て支援センター「すくすく」
定員：各先着30人 ＊タオル・母子手帳を持参してください
料金：400円(歯ブラシ代を含む)
申込開始日：7月18日(木) 午前9時～受付開始
申し込み・問い合わせ先：浜田市子育て支援課 子育て支援係 TEL 25-9331

第2回「山陰浜田港お魚料理教室」(親子料理教室)受講者募集
対象：小学生とその親(小学生のみ、親のみの参加不可)
日時：8月24日(土) 午前10時～午後1時
場所：浜田市総合福祉センター(調理実習室、和室)
料金：1人 500円
講師：長野操子さん
定員：小学生・親子合わせて25人程度(抽選) 抽選の結果を申込者全員に通知します。
申込期間：7月19日(金) 午後5時15分まで
申込方法(手段)：持参、郵送、FAX、メール、窓口
問い合わせ先：浜田市水産業振興協会［事務局：市水産振興課］TEL 25-9520

しまね海洋館 TEL 28-3900
https://aquas.or.jp
もよおし

日 時

定員

内 容

夏休み期間(7月20日(土)～8月31日(土)は休まず開館いたします。
シロイルカ親子3頭でのバブルリングをどうぞご覧ください。

特別展 太古からつながる海
～化石は語る～

7/10(水)～9/23(祝)

海の進化を分かりやすくご紹介します。
場所:アクアス3階特別展示室ほか

わんぱく探検隊

7月～9月の土日祝日
7/20(土)～8/10(土)
場所:バックヤード 料金:無料(入館料に含む)
8/17(土)～8/31(土) 各回
対象：小学生、中学生
は毎日開催
15名
申込方法:当日、1階総合案内所にてお申し込み下さい。
第1回目 午前11時～
第2回目 午後2時～

対象:未就学のお子さんとパパやママ(おじいちゃん、おば
ゆったり親子の会
7/8(月)
先着 あちゃんもOK) 参加条件:当日入館している方(年間パス
わりばしマジックハンドであそ
午前10時～10時30分 20個 ポートでもOK) 申込方法:当日午前9時より1階総合案内所
ぼう♪
でお申し込み下さい。(先着順) 定員になり次第締切。
アクアスサマースクール
夜のアクアスと身近な海体験！
～水槽の前でお泊り＆
地引網体験～

7/20(土)
午後4時～
翌午前10時

場所:アクアス館内 対象:小学生以上(小学生は保護者同
伴) 参加料:1人1,000円(別途入館料が必要です。)
60名
申込締切:7/5(金)※締め切り後、抽選を行います。
抽選
7/10までに当選された方にのみ連絡します。アクアスHPか
らお申し込み下さい。
みんなで力を合わせて引っ張る、地引網に挑戦だ！どんな
生き物が獲れるかな？ 対象:どなたでも(幼児も大歓迎!)
参加費:無料 場所:アクアス前砂丘トンネル集合
服装:砂浜で活動できる格好(裸足厳禁)

どんな魚がとれるかな
～地引網に挑戦～

7/21(日)
午前6時30分～10時

ナイトミュージアム
恐竜と泊まろうinアクアス

場所:アクアス館内 対象:小学生以上(小学生は保護者同
7/27(土)
48名 伴) 参加費:無料(入館料が必要) 申込締切:7/12(金)
午後4時～翌午前8時 抽選 ※締切後抽選。7/17までに当選者へ連絡します。
アクアスHPよりお申し込みください。
申込・問合せ先：学習交流係（TEL 28-3614）

7月の石見神楽(雨天中止)

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

※8月の詳しい予定は市報でご確認ください。場所：アクアス横はっしー広場
時間：午後1時～3時(雨天中止)
日程
社中
日程
社中
日程
社中
問い合わせ先
島根物産商事(株)
7日(日) 亀山神楽社中 14日(日) 有福神楽保持者会 15日(月) 西村神楽社中
TEL 28-3388
21日(日) 上府神楽社中 28日(日) 岡﨑神楽社中

商店街名

日時

場所

内容

問い合わせ先

新町商店街 7/20(土)・27(土) 新町通り
午後7時～9時30分 ※歩行者天国

神楽上演や金魚すくい、各種屋台などを開催 平野屋
※雨天中止
TEL 22-0236

銀天街
7/27(土)
神楽フェス 午後4時～11時
タ2019

浜田駅前どんちっちタ
ウン周辺
※歩行者天国

神楽フェスタ2019を開催します。(エキサイ
ティング大蛇、ダンスパフォーマンスなど)
※雨天中止

佐古さん
TEL 090-8710-3979

殿町商店街 7/28(日)
石神社境内(旧浜田警
さまーイン 午後6時～9時30分 察署・浜田市役所北分
とのまち
庁舎 横)

さまーインとのまちを開催します。(石見神
楽の上演など) ※少雨決行・雨天中止

ポム・アン・クルー
ト TEL 22-5531

☆クルクルパラパラ動くアートの秘密展
「動く作品」を紹介する体験型の現代美術展です。
日にち：7/13(土)～9/23(祝)
観覧料：一般 500円 高校・大学生 300円
小学・中学生 200円

☆橋本弘安展開催中
会

期：7/7(日)まで

☆展覧会関連イベント
《橋本先生のギャラリートーク＆ワークショップ》
日にち：7/6(土)・7(日)
午前9時30分～11時30分
場所：5階展示室
対象：中学生以上
定員：各日先着20人(電話でお申し込みください)
※展覧会の観覧料が必要

《橋本先生のワークショップ》

《作家と作品体験会》
日にち：7/13(土) 午前9時30分～10時30分
場所：4・5階展示室 ※展覧会の観覧料が必要

《作ってあそぼう！ゾートロープ》
日にち：7/13(土)
参加料：300円

指導：坪井健さん(出品作家)

《クネクネおもしろアニマル》

日にち：7/6(土) 午後1時～3時30分
場所：1階創作室
定員：先着20人
対象：幼児～一般 ※幼児は保護者同伴
参加費：200円
問合先：浜田市世界こども美術館

☆展覧会関連イベント

日にち：7/14(日)
参加料：300円

TEL ２３－８４５１

指導：関野宏子さん(出品作家)

※いずれの活動も午後1時～4時
当日、午後3時３０分までに１F創作室に申し込んで下さい。

※週末は≪ホリデー創作活動≫も開催。詳細はお問い合わせ下さい。

7月の図書館のもよおし
館

中
央

もよおし

日時

場所・その他

おはなし会

毎週土

おはなしタンポポおはなし会

7日(日)

午後3時

お話を覚えて語るストーリーテリング

電子紙芝居

13日(土)

午後2時

「かぐや姫」、「マッ君とプーちゃん」、クイズ

古典のよみきかせ

14日(日)

午後1時30分 演目「歌占」 臨死体験を経た占い師が地獄で見た数々の恐
ろしい光景

子ども映画会

21日(日)

午後1時30分 「こびと大研究」こびとたちの様々な姿が楽しめる、「大研
究」の結果報告！

図書館シネマ

28日(日)

午後1時30分 「怪物はささやく」孤独な少年と怪物の<魂の駆け引き>を描
く感涙のダークファンタジー

電子紙芝居

28日(日)

午後2時

「蜘蛛の糸」、「動物村の消防隊」、クイズ

13日(土)

午前10時

大型絵本、紙芝居の読み聞かせと楽しいこうさく教室
テーマ：画用紙で「七夕の飾り」を作ろう

金 金城図書館☆おはなし会
城
旭

開催日

ブッくんのおはなしタイム

三 おはなし会と
隅 ペタペタアートワーク

7日(日)

午前10時30分 第3土曜日は「楽しいデコレーション」を開催。

午前10時30分 たのしい絵本の読み語り
工作：色画用紙でつくる指人形

13日(土) 午前10時30分 絵本などの読み語りと楽しいかべの飾り付け
テーマ「アサガオがたくさん咲いたよ！」

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

参加費

会員は無料
(月会費1,300円
第153回鑑賞例会 7/13(土)
いわ
※入会金200円
劇団風の子九州
17:45開場
みーる
4歳以上一律)
「このゆびと～ま 18:00開演
体育室 一般は4歳以上一律
れ！」公演
(上演75分)
2,600円(当日3,000円)
3歳以下入場無料

申込

ヒロは小学4年生。ヒロの日課は、おばあちゃんの飼って
いる犬の散歩。その散歩はヒロにとって大好きな空想の
時間。ある日クラスで一番頭のいいマモルの様子がおか
しいと思ったヒロは、空想の冒険に誘います。いざ、無限
島へ出発だ！
マモルのを取り戻せ！空想の冒険舞台で思いっきり遊ん
でみませんか？
※今回のみ鑑賞したい方は、事務局までお問い合わせく
ださい。

子どもの居場所（みんなの居場所）
就学前のお子さんも保護者さんと参加できます。親子での参加もお待ちしています。
1学期7月中毎週水曜日は午後3時～6時まで開所しています。夏休み中は不定期開催となります。

2019/7・8月の予定
7月6日(土) 午後1時～4時

焼きあんまんをつくろう 一人100円

7月13日(土) 午前10時～午後4時
午前10時～午後1時 お昼を作ろう 一人500円 要予約
★申し込み：なるべく前日までにまちの縁側へ
♥夏野菜のカレー・サラダ・デザート
★連絡先：０９０-８０６４-７９４０ （栗栖） 午後1時～4時 フリータイム
水あそびグッズを
もってきてもいいよ。
★持ち物：エプロン、三角巾、昼食代(500円)
夏休み(7月20日以降)のまちの縁側は以下の日程のみの開所となります。
新学期は9月4日(水)7日(土)の週から再開します。
小さなビニールプールを出す予定です。持ち物：お茶・水あそび希望者は水着・タオル・着替え
7月24日(水) 午後3時～6時

わらびもちをつくろう 一人100円

7月31日(水) 午後3時～6時

スネイクパペットをつくろう

8月7日(水) 午後3時～6時

電池でモーターを使ったおもちゃをつくろう

8月21日(水) 午前10時～午後4時
★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)

午前10時～午後1時 お昼をつくろう 一人500円
❤火を使わない料理：火なしずし・デザート他
午後1時～4時 フリータイム 種の絵や工作など

9月7日(土) 午後1時～4時

駄菓子屋さん＆おはなし会

要予約

★いわみっ子まつり 7月21日又は28日(日) （選挙日程により決まりましたら、チラシ等でお知らせします。)
午後1時～4時 石見公民館：まちの縁側も参加します！
★駄菓子とかき氷の子ども店長募集中！問合せはまちの縁側へ

持ち物：図書館利用者カード・絵本カバン(本を借りて帰ってね！カードがない人は当日つくれます)
どなたでも参加できます。リボンや、しおりに貼りたい包み紙や写真などを持ってくるといいよ。

えんがわCafe 7月10日(水) 8月はお休み 午前10時～午後3時
参加費：300円
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。予約不要。
ブログもご覧ください

http://blog.canpan.info/h-engawa

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) 090-8064-7940
ＥＭＡＩＬ krs.engawa@ezweb.ne.jp

