
令和３年10月～令和３年11月行事予定　　　　　

月日 時間 行事名 場所 担当課（電話番号）
10月1日 19:00 希望の灯り：The Light of Hope 城山通り 生涯学習課（986-2289）

10月1日 ⅾボタン自治体広告サービス開始 行政課（989-5500）
10月2日 9:15 かんたん陶芸教室 桃沢工芸村 桃沢野外活動センター(987-5100)

10月3日 高田区栄養講座 生涯学習課（986-2289）

10月9日 8:00 2～5歳児　運動会
予備日①10日②16日③17日

園庭・ホール 竹原保育園（055）971-7282

10月9日 8:30
運動会
予備日①10日②16日③17日

園庭 中央保育園 (055)987-4186

10月9日 8:30 運動会 南こども園 南こども園(055)986-6991

10月9日 8:30 第２土曜日窓口開庁 長泉町役場 住民窓口課（989-5509）

10月9日 9:00 ４・５歳時間差運動会 園庭 北こども園 (055)986‐6992

10月9日 13:00 乳幼児陶芸手形プレート体験 桃沢工芸村 桃沢野外活動センター(987-5100)

10月9日 9:00～17：00 休日納税相談 本館1階こども未来課 税務課（989-5506）
10月10日 10:00 桃チャレ 桃沢野外活動センター 桃沢野外活動センター(987-5100)

10月12日 9:30 知徳高校福祉科交流 各保育室 竹原保育園（055）971-7282

10月12日 9:30 避難訓練　起震車体験 各保育室　園庭 中央保育園 (055)987-4188

10月13日 10:00 やさしい絵画教室 桃沢工芸村 桃沢野外活動センター(987-5100)

10月13日 13:00 乳幼児陶芸手形プレート体験 桃沢工芸村 桃沢野外活動センター(987-5100)

10月15日 8:30 運動会 長泉幼稚園 長泉幼稚園（055）986-6990

10月15日 8:30 運動会 東幼稚園 東幼稚園（055）971-7230

10月15日 8:30 運動会 桃沢幼稚園 桃沢幼稚園 (055)986-3813

10月15日 9:00 園外保育（全学年） 御殿場中央公園 南こども園(055)986-6991

10月15日 9:00 3歳少人数参観 保育室 北こども園 (055)986‐6992

10月16日 6:30 ラジオ体操の日（毎月開催） 中央グラウンド・竹原グラウンド 健康増進課（055-989-5575）

10月17日 8:30 ジュニア・ソフトテニス選手権大会 中土狩テニスコート スポーツ協会（055-987-5859）

10月17日 杉原区文化祭 杉原公民館 生涯学習課（986-2289）

10月17日～19日 6:20 修学旅行 長泉中学校 長泉中学校（９８６－０４９３）

10月18日 9:30 避難訓練 各保育室→園庭 竹原保育園（055）971-7282

10月18日～20日 8:15 修学旅行 北中学校 北中学校（９８７－１８２０）

10月19日 9:00 5歳児交流(南幼へ) 南こども園 南こども園（055）986-6991

10月19日 9:00 3歳園外保育 御殿場中央公園 北こども園 (055)986‐6992

10月19日 9:30 わっぴーｄａｙ 園庭 中央保育園 (055)987-4190

10月19日 9:30 東幼・竹保との交流（5歳児） 南こども園 南こども園(055)986-6992

10月19日 13:00 南こ・竹原保交流 南こども園 東幼稚園（055）971-7230

10月20日 9:00 お茶会 ベルフォーレ和室 長泉幼稚園（055）986-6990

10月20日 9:30 ５歳児お茶会 桃沢幼稚園 桃沢幼稚園 (055)986-3813

10月20日 19:00
第6回図書館講座「井上靖から
のメッセージ」

コミュニティながいずみ 町民図書館（988-7801）

10月21日 9:00 5歳少人数参観 保育室 北こども園 (055)986‐6992

10月21日 12:30 就学時健康診断（5歳児） 南こども園(055)986-6991

10月21日 13:00 引渡し訓練 長泉幼稚園 長泉幼稚園（055）986-6990

10月21・22日 7:00 修学旅行 北小学校 北小学校（９８６－０４００）

10月22日 8:30 三島南高校交流 各保育室 竹原保育園（055）971-7282

10月22日 8:30 三島南高校生　来園 各保育室 中央保育園 (055)987-4193

10月22日 8:30 三南高校1年3名受け入れ 東幼稚園 東幼稚園（055）971-7230

10月22日 9:00 園外保育 門池公園 長泉幼稚園（055）986-6990

10月22日 9:30 交通教室 各保育室→公道歩行 竹原保育園（055）971-7282

10月22日 9:30 避難訓練 東幼稚園 東幼稚園（055）971-7230

10月22日 9:30 間伐材体験５歳児 桃沢幼稚園 (055)986-3813

10月22日 10:00 ポポの会 東幼稚園 東幼稚園（055）971-7230

10月22日 10:00 起震車体験 園庭 北こども園 (055)986‐6992

10月22日 18:30 パパママ学級 ウェルピアながいずみ 健康増進課（055-986-8760）

10月23日 8:00 町民グラウンドゴルフ大会 竹原グラウンド スポーツ協会（055-987-5859）

10月23日 10:30 こもれ陽ヨガ 桃沢野外活動センター 桃沢野外活動センター(987-5100)

10月23日 13:00 5歳夜のだいすきツアー 月光天文台 北こども園 (055)986‐6992

※新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、今後の状況によって参加者の健康と安全を最優先に考慮し、各種
行事を延期または中止・変更する場合があります。お手数ですが取材前に必ずお問合せください。
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10月24日 15:00
長泉ピアノマラソン30周年記
念事業「レ・フレールコン
サート＆ミニトークショー｝

文化センター 生涯学習課（986-2289）

10月24日 参議院静岡県選出議員補欠選挙 町内11投票所、長泉小学校体育館（開票） 行政課（989-5500）

10月24日
参議院静岡県選出議員補欠選挙
高校生投票立会人従事 町内10投票所 行政課（989-5500）

10月25日 8:30 交通教室 東幼稚園 東幼稚園（055）971-7230

10月25日 9:30 南まつり 南小学校 南小学校（９８６－７３１３）

10月25日 10:00 防犯教室 南こども園 南こども園(055)986-6991

10月26日 9:00 芋ほり体験 桃沢方面 長泉幼稚園（055）986-6990

10月26日 9:00 芋切干芋掘り体験 東幼稚園（055）971-7230

10月26日 9:30 ５歳児　リトミック遊び ホール 竹原保育園（055）971-7282

10月26日 9:30 お店屋さんごっこ 桃沢幼稚園 桃沢幼稚園 (055)986-3813

10月26日 午前中 0・1歳児　そっと参観 0・1歳児　保育室 竹原保育園（055）971-7282

10月27日 9:30 間伐材体験５歳児　予備日 桃沢幼稚園 (055)986-3813

10月27日 午前中 0・1歳児　そっと参観 0・1歳児　保育室 竹原保育園（055）971-7282

10月27日 竹原区文化祭 南部地区センター 生涯学習課（986-2289）

10月28日 8:30 秋の遠足（サファリパーク） 裾野市 東幼稚園（055）971-7230

10月28日 13:00
第7回図書館講座「井上靖文学
館施設見学」

井上靖文学館 町民図書館（988-7801）

10月28日 午前中 0・1歳児　そっと参観 0・1歳児　保育室 竹原保育園（055）971-7282

10月29日 9:00 5歳児 園外保育・お弁当の日 下長窪畑(芋ほり) 竹原保育園（055）971-7282

10月29日 9:00 ぞう組　芋掘り体験 下長窪畑 中央保育園 (055)987-4193

10月29日 9:00 間伐体験 桃沢方面 長泉幼稚園（055）986-6990

10月29日 9:00 きたっこまつり 遊戯室 北こども園 (055)986‐6992

10月29日 9:15 キラキラスタータイム 桃沢幼稚園 桃沢幼稚園 (055)986-3813

10月29日 9:30 ３歳児　リトミック遊び ホール 竹原保育園（055）971-7282

10月29日 10:15 ４歳児　リトミック遊び ホール 竹原保育園（055）971-7282

10月29日 14:00 災害時引き渡し訓練 南こども園 南こども園(055)986-6991
10月29日・11月12日・11月26日 9:00 長中祭合唱の部 長泉中学校 長泉中学校（９８６－０４９２）

10月30日
　　31日

下長窪区文化祭 下長窪公民館 生涯学習課（986-2289）

10月30日
　　31日

中土狩区文化祭 生涯学習課（986-2289）

10月31日 新屋町上区文化祭 新屋町上区公民館 生涯学習課（986-2289）

10月31日 杉原区運動会 南小体育館 生涯学習課（986-2289）

10月31日 シャリエ中土狩ハロウィンかざり 生涯学習課（986-2289）

10月未定 薄原上区折り紙教室 生涯学習課（986-2289）

11月1日 9:00 園外保育（3，5歳児）サツマイモ掘り 下長窪 南こども園(055)986-6991

11月1日 9:30 5歳児交流(東幼来園) 5歳児保育室・園庭 竹原保育園（055）971-7282

11月1日 9:30 交通教室 長泉幼稚園 長泉幼稚園（055）986-6990

11月1日 9:30 竹原保交流 竹原保育園 東幼稚園（055）971-7230

11月1日 10:00 エスパルスサッカー教室５歳児 桃沢幼稚園 桃沢幼稚園 (055)986-3813

11月2日 9:00 5歳間伐体験 桃沢 北こども園 (055)986‐6992

11月2日 9:30 知徳高校福祉科交流 各保育室 竹原保育園（055）971-7282

11月2日 9:30 交通教室 遊戯室 中央保育園 (055)987-4194

11月2日 10:00 ４歳芋掘り体験 桃沢 北こども園 (055)986‐6992

11月4日 9:30 園外保育（5歳児間伐体験） 桃沢 東幼稚園（055）971-7230

11月4日 10:00 起震車体験 南小学校 南小学校（９８６－７３１３）

11月4日 10:00 エスパルススポーツ教室 園庭 竹原保育園（055）971-7282

11月4日 10:00 参観会 桃沢幼稚園 桃沢幼稚園 (055)986-3813

11月4日 10:00 起震車体験・家庭教育学級 南こども園 南こども園(055)986-6991

11月4日 10:30 音楽鑑賞会 北小学校 北小学校（９８６－０４００）

11月4日 13:00

第6回ながいずみセミナー
（コーヒーの魅力と豆知識～
Cafeマスターへの転身は家族
への思い～）

南部地区センター 生涯学習課（986-2289）

11月5日 9:30 サツマイモ掘り 長泉幼稚園 長泉幼稚園（055）986-6990

11月5日 10:00 参観会 桃沢幼稚園 桃沢幼稚園 (055)986-3813
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11月5日 10:00 柿収穫体験 竹原（高橋さん畑） 南こども園(055)986-6991

11月5日 10:00 マザー劇団公演 遊戯室 北こども園 (055)986‐6992

11月5日 13:30 くすのき学級教養講座（落語） 文化センター 生涯学習課（986-2289）

11月6日 9:15 かんたん陶芸教室 桃沢工芸村 桃沢野外活動センター(987-5100)

11月7日 鮎壺区文化祭 生涯学習課（986-2289）

11月8日 10:00 防犯訓練 遊戯室 中央保育園 (055)987-4197

11月8日・15日・22日 13:30 早緑祭合唱の部 北中学校 北中学校（９８７－１８２０）

11月9日 9:00 参観日 南こども園 南こども園(055)986-6991

11月9日 9:15 交通教室 桃沢幼稚園 桃沢幼稚園 (055)986-3813

11月9日 9:30 新入園児面接 プレイルーム 中央保育園 (055)987-4197

11月10日 9:00 お茶会 ベルフォーレお茶室 長泉幼稚園（055）986-6990

11月10日 9:00 4歳少人数参観 保育室 北こども園 (055)986‐6992

11月10日 9:30 5歳児交流(南幼来園) 5歳児保育室・園庭 竹原保育園（055）971-7282

11月10日 9:30 わっぴーｄａｙ 園庭 中央保育園 (055)987-4198

11月10日 9:30 ５歳児親子お茶会 桃沢幼稚園 桃沢幼稚園 (055)986-3813

11月10日 9:30 竹原保育園との交流（5歳児） 竹原保育園 竹原保育園(055)971-7282

11月10日 10:00 防犯教室 東幼稚園 東幼稚園（055）971-7230

11月10日 10:00 やさしい絵画教室 桃沢工芸村 桃沢野外活動センター(987-5100)

11月10日 13:00 長泉町指定研究発表会 北中学校 北中学校（９８７－１８２０）

11月10日 13:00 乳幼児陶芸手形プレート体験 桃沢工芸村 桃沢野外活動センター(987-5100)

11月10・11日 6:00 修学旅行 南小学校 南小学校（９８６－７３１３）

11月11日 9:00 秋の遠足 御殿場中央公園 長泉幼稚園（055）986-6990

11月11日 9:30 避難訓練 各保育室　遊戯室 中央保育園 (055)987-4199

11月11日 10:00 ３歳少人数参観 保育室 北こども園 (055)986‐6992

11月11日、12日 9:15 保育園部新入園児親子面接 南こども園 南こども園(055)986-6991

11月12日 9:00 あったか体験 長泉中学校 長泉中学校（９８６－０４９２）

11月12日 9:00 遠足(3・4・5歳児) あわしまマリンパーク 竹原保育園（055）971-7282

11月12日 9:00 ぞう組　間伐体験 桃沢　水と緑の杜公園付近 中央保育園 (055)987-4199

11月12日 9:00 秋の遠足（みかん狩り 桃沢幼稚園 (055)986-3813

11月12日 9:00 交通教室 遊戯室・公道 北こども園 (055)986‐6992

11月12日 10:00 こどもバザー 東幼稚園 東幼稚園（055）971-7230

11月12日 10:30 薬学講座 長泉中学校 長泉中学校（９８６－０４９３）

11月13日 8:30 第２土曜日窓口開庁 長泉町役場 住民窓口課（989-5509）

11月13日 13:00 乳幼児陶芸手形プレート体験 桃沢工芸村 桃沢野外活動センター(987-5100)

11月13日 9:00～17：00 休日納税相談 本館1階こども未来課 税務課（989-5506）
11月13日 竹原区区民ウォーキング 生涯学習課（986-2289）

11月14日 10:00 桃チャレ 桃沢野外活動センター 桃沢野外活動センター(987-5100)

11月14日 高田区文化祭 髙田区公民館 生涯学習課（986-2289）

11月15日 8:00 自然教室（5年） 南小学校 南小学校（９８６－７３１３）

11月15日 8:30 実習生受け入れ（～19日） 東幼稚園 東幼稚園（055）971-7230

11月15日 9:00 こどもの育ち相談会（心理・言語） ウェルピアながいずみ 健康増進課（986-8760)

11月16日 9:00 販売会 東幼稚園 東幼稚園（055）971-7230

11月16日 10:00 ポポの会 東幼稚園 東幼稚園（055）971-7230

11月17日 8:30 北小フェスティバル 北小学校 北小学校（９８６－０４００）

11月17日 9:00 新年度新入園児入園面接 プレイルーム 竹原保育園（055）971-7282

11月17日 9:00 きりん組　りす組　遠足　 楽寿園 中央保育園 (055)987-4201

11月17日 11:00 引き渡し訓練 東幼稚園 東幼稚園（055）971-7230

11月17日 13:30 健康講座① ウェルピアながいずみ 健康増進課（986-8769)

11月17日 13:30 50周年記念式典 北小学校 北小学校（９８６－０４００）

11月17日 14:30 薬学講座 北中学校 北中学校（９８７－１８２０）

11月17日 未定 自然教室（5年） 長泉小学校 長泉小学校（９８６－０４７６）

11月18日 9:00 成人健康相談 ウェルピアながいずみ 健康増進課（055-986-8769）

11月18日 9:00 サツマイモ掘り 東幼稚園 東幼稚園（055）971-7230

11月18日 9:15 キラキラスタータイム 桃沢幼稚園 桃沢幼稚園 (055)986-3813

11月18日 10:00 エスパルス巡回教室 長泉幼稚園 長泉幼稚園（055）986-6990

11月18日 未定 芸術鑑賞会 長泉小学校 長泉小学校（９８６－０４７６）

11月18日19日 8:00 キャリア研修 北中学校 北中学校（９８７－１８２０）

11月19日 9:00 読み聞かせサークル 長泉幼稚園 長泉幼稚園（055）986-6990

11月19日 9:00 秋の遠足（みかん狩り）予備日 桃沢幼稚園 (055)986-3813
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11月19日 9:00 遠足（全学年）みかん狩り 伊豆の国市（小坂みかん園） 南こども園(055)986-6991

11月19日 9:30 避難訓練 東幼稚園 東幼稚園（055）971-7230

11月20日 6:30 ラジオ体操の日（毎月開催） 中央グラウンド・竹原グラウンド 健康増進課（055-989-5575）

11月20日 9:00 奉仕作業 東幼稚園 東幼稚園（055）971-7230

11月21日 8:30 町民ソフトテニス大会 北中テニスコート スポーツ協会（055-987-5859）

11月21日 18:00 市町対抗駅伝壮行会 ベルフォーレ スポーツ協会（055-987-5859）

11月22日 9:30 避難訓練 各保育室→園庭 竹原保育園（055）971-7282

11月23日 未定 読書フェア コミュニティながいずみ 町民図書館（988-7801）

11月24日 9:30 さつまいも掘り 桃沢幼稚園 (055)986-3813

11月24日 13:30
第7回ながいずみセミナー
（性別役割分担を昔話で考え
る～一担当者の25年～）

コミュニティながいずみ 生涯学習課（986-2289）

11月25日 9:00 保護者側溝清掃 園庭 北こども園 (055)986‐6992

11月25日 9:30 さつまいも掘り予備日 桃沢幼稚園 (055)986-3813

11月25日 11:00 地産地消活動 各保育室 竹原保育園（055）971-7282

11月26日 9:30 長小フェスティバル 長泉小学校 長泉小学校（９８６－０４７６）

11月26日 10:00 避難訓練 長泉幼稚園 長泉幼稚園（055）986-6990

11月27日 10:30 こもれ陽ヨガ 桃沢野外活動センター 桃沢野外活動センター(987-5100)

11月28日 薄原上区文化祭 薄原上公民館 生涯学習課（986-2289）

11月30日 9:30 表現参観会（3歳児） 長泉幼稚園 長泉幼稚園（055）986-6990

11月未定 谷津区ソフトミニバレー大会 生涯学習課（986-2289）

11月未定 南一色文化祭 生涯学習課（986-2289）

11月未定 本宿区文化祭 生涯学習課（986-2289）

11月未定 駅中区文化祭 生涯学習課（986-2289）

11月予定 未定 キャリア学習 長泉中学校 長泉中学校（９８６－０４９３）
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