
＜第2次島田市生涯学習推進大綱＞別冊

【生涯学習を推進させる164の事業】

島　田　市
平成31年３月



※めざす３つの姿（サブスローガン）に対応した推進事業を掲載しています。

※事業によっては複数のサブスローガンに跨って掲載されています。

※掲載事業は平成30年11月現在のものです。



① 学びでこころ豊かな私になります ★ ・・・大綱掲載事業

NO 担当課 事業名 内容 対象者及びその年齢 会場

★ 1 スポーツ振興課

ニュースポーツ普及事業
（スポーツ教室及びスポーツ推
進委員派遣）

健康増進と体力の向上を目的に、ニュースポー
ツを市民に普及･定着させるため、ファミリー
バドミントン、ワンバウンドふらば～る、ビー
チボール、トランポウォーク教室を開催する。
また、地域団体の要請により、地域で開催され
るスポーツ教室にスポーツ推進委員を派遣す
る。

市民 島田市総合スポーツセンター
金谷体育センター
川根体育館　他

★ 2 スポーツ振興課

ジュニアスポーツクラブ
（ミニバスケットボール）
（バレーボール）（陸上）
（水泳）（テニス）

市内の小学生（４年生以上）を対象に、各競技
団体の指導により約20回のジュニアスポーツ教
室を開催し、競技力の向上と競技人口の拡大を
図る。

小学生（４年生以上） 島田第三小学校　体育館
島田第五小学校　体育館
島田市陸上競技場
島田市総合スポーツセンター屋内プール
伊太庭球場

3 スポーツ振興課

スポーツ教室（体育協会）
（新体操コース）

島田市体育協会の自主事業
新体操を指導し、スポーツの楽しさ素晴らしさ
を体験させ、生涯スポーツの振興と競技力の向
上に努める。

幼児・児童 島田市総合スポーツセンター
金谷体育センター

4 スポーツ振興課

スポーツ教室（体育協会）
（器械体操コース）

島田市体育協会の自主事業
新体操を指導し、スポーツの楽しさ素晴らしさ
を体験させ、生涯スポーツの振興と競技力の向
上に努める。

児童 島田市総合スポーツセンター
金谷体育センター

5 スポーツ振興課

スポーツ教室（体育協会）
（総合スポーツ）

島田市体育協会の自主事業
新体操を指導し、スポーツの楽しさ素晴らしさ
を体験させ、生涯スポーツの振興と競技力の向
上に努める。

幼児･児童 島田市総合スポーツセンター
金谷体育センター
川根地区センター

6 スポーツ振興課

スポーツ教室（指定管理者）
（一般向け）

指定管理者の自主事業
指定管理者　報徳・サン・シンコーグループが
自主事業として開講している一般向けのスポー
ツ教室（テニス、水泳、卓球、弓道等）

会員（一般） 島田市総合スポーツセンター

7 スポーツ振興課

スポーツ教室（指定管理者）
（子ども向け）

指定管理者の自主事業
指定管理者　報徳・サン・シンコーグループが
自主事業として開講している子ども向けのス
ポーツ教室（テニス、水泳、バレエ等）

会員（ジュニア） 島田市総合スポーツセンター

＜生涯学習を推進させる164の事業＞
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8 スポーツ振興課

みんなで走ろう元日マラソン より多くの市民がスポーツに親しみ、健康都市
にふさわしいまちづくりを推進していくための
大会を開催する。

市民 大井川河川敷マラソンコース
陸上競技場

9
課税課
納税課

租税教室 税務署主催の事業で、税務署職員、県・市町職
員、税理士が学校に講師として出向き、児童生
徒に対して税の使いみちや役割のほか、税の仕
組みなどについて身近な例をあげながら分かり
やすく説明を行なう。

小学校高学年 （島田市の割り当て）
市内小学校

10 学校教育課

サタデーオープンスクール事業 伊久身地区の豊かな自然の中での体験学習を通
して、人との関わり方、自然のすばらしさの実
感、自分で考える力を育てる。

3年生以上の児童 伊久美小学校及び伊久身地区

11 学校教育課

移動教室推進事業 豊かな自然の中での学習や体験活動を通して学
ぶ意欲を育むと共に、地域の異なる子どもたち
との学習を通して豊かな人間性を養うと共に人
間関係を育む。

島一小、島二小、島四
小の４年生
島三小の３年生

伊久身地区

12 協働推進課 女性相談 女性のための相談事業 市民 プラザおおるり

13 協働推進課 男女共同参画啓発講座 男女共同参画の啓発に関する講座等 その都度決定 プラザおおるり他

14 協働推進課 男女共同参画情報紙 男女共同参画に関する情報提供・啓発 市民

15 健康づくり課

離乳食講習会 講話や試食を通して、離乳食の意義、必要性や
調理方法や進め方、また、託児や個別相談を行
うことによって保護者の子育てを支援する。

実施日に対象月の生ま
れの子

保健福祉センター

16 健康づくり課
健康づくりセミナー 生活習慣病予防目的の食生活講座･料理講習会

を実施する。
市民 保健福祉センター

夢づくり会館

17 健康づくり課

フレッシュ！パパママ教室 母子の健全な発達、発育を援助することまた妊
娠期から地域での仲間づくりを目的に、妊婦及
び産前産後の健康、育児、家族計画について学
ぶ。

初産婦及びその夫 保健福祉センター
子育て支援センター

18 健康づくり課
子育てｸﾞﾙｰﾌﾟ等講話 子育ての講話 市民 保健福祉センター

地域子育て支援センター等
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19 健康づくり課 地区健康講座 健康、食生活相談・健康講座 市民 各地区の施設

20 健康づくり課 地区健康まつり 健康相談 等 市民 各地区の施設

21 健康づくり課
歯と口の市民ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 歯科検診･歯科相談・健幸マイレージＰＲ・ポ

スター展・大道芸等
市民 保健福祉センター

22 商工課

若者就労支援セミナー ひきこもりやニートなど、働きたいけれど働けない
若者のためセミナーを開催する。

働くことに戸惑いのあ
る若者とその家族、若
者の就労支援に関心の
ある方

プラザおおるり

23 生活安心課
人権教育啓発出前講座 人権に対する啓発を図るとともに理解を深め、

人権が尊重される社会の実現を図る。
児童・生徒及び園児等 小中学校、幼稚園、保育園など

24 生活安心課

くらし消費環境展 参加団体が日頃取り組んでいるテーマの展示や
実演をすることにより、暮らしの情報提供と消
費生活や環境に対する啓発を図る。

市民 プラザおおるり

25
生活安心課
社会教育課

明るく安心して暮らせるまちづ
くり市民大会

飲酒・暴走運転根絶、暴力追放、防犯まちづく
り、青少年健全育成などの取り組みを推進し、
市民の意識高揚を図る。

市民 プラザおおるり

★ 26 図書館課

紙芝居と絵本の読み聞かせ 各図書館において、幼児から小学校低学年まで
の子どもたちが本に親しむきっかけを作り、本
によって感受性を育むとともに想像力を豊かに
し、本が心の成長の糧になっていくようサポー
トするため、読み聞かせ等を開催している。

幼児から小学校低学年 島田図書館
金谷図書館
川根図書館

27 図書館課

文学講座 市民の学習意欲や知的要求などの生涯学習意識
を支援するとともに、講座の参考図書として図
書館の資料を有効活用することによって図書館
の利用促進を図る。

市民 おび・りあ

28 図書館課
図書館講座 市民の生涯学習意欲に応えるため、子ども向け

と大人向けの講座を２回開催する。
市民 川根図書館
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29 図書館課

夏休み一日体験図書館員 カウンタ－における貸出･返却処理、返却図書
の配架、ブッカー処理等、図書館業務全般を体
験し、利用者としてのマナーも学んでいる。

小学校４年～６年 島田図書館
金谷図書館
川根図書館

30 図書館課

子ども映画会 図書館の利用拡大を目指して、夏休み期間中及
び新春に子どもたちを対象とした映画会を開催
する。

市民 金谷公民館

★ 31 図書館課

ブックスタート事業 ７ヶ月児健康相談の場に図書館課の職員が出向
き、保護者に対して絵本を親子で読むことの大
切さの説明や、おすすめ絵本の紹介を行う。ま
た、絵本等のセット（ブックスタートバック）
を配布し、家庭での読み聞かせを推奨させる。

７ヶ月児とその保護者 保健福祉センター

32 図書館課

ほんのむしカード ７月から８月の期間中に1日1回本を借りた時に
「ほんのむし」カードにスタンプを押し、10個
貯めた子供たちに景品、20個貯めた子どもたち
には賞状を渡し称揚する。

幼児から小学校 金谷図書館
川根図書館

33 図書館課

ぬいぐるみの図書館おとまり会 子ども達のお気に入りのぬいぐるみが、図書館
で一晩過ごし、その子のために本を選んでくれ
る様子を撮影し、子ども達にレポートすること
により、図書館や本に関心を持ってもらう。

幼児から小学校2年生 島田図書館

34 図書館課

本の帯まつり 島田市の伝統行事である「帯まつり」になぞら
え、自作の「本の帯」を募集し、帯作りの体験
を通し多くの本と出会い読書の楽しさを知る
きっかけ作りとする。帯は、島田図書館内で
「本の帯まつり」と称して展示する。

原則　島田市民及び島
田市立図書館利用者

島田図書館

35 図書館課

高齢者おはなし会 市の「介護予防拠点施設」と連携し、施設への
訪問読み聞かせ活動を通して、地域福祉に貢献
しつつ、読者層の幅を拡げていこうとするもの
である。

施設利用者 ふれあい健康プラザ

36 図書館課

おはなし宅配便 幼児期から本に親しむきっかけづくりのため、
市内の幼稚園・保育園・認定子ども園に出向
き、おはなし会を開催する。

園児 旧島田・金谷地区内の幼稚園・保育園・認定子ど
も園
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37 図書館課

図書ヨガ 休館日の図書館フロアでヨガを行い、心身をリ
フレッシュし、その後、図書館や本を身近に感
じてもらうため、書架巡りツアーを行い、新た
な利用者層を開拓する。

島田市立図書館カード
登録者

島田図書館

38 福祉課

手話奉仕員養成講座 厚生労働省が定める｢手話奉仕員養成カリキュ
ラム｣に準拠した講座。「入門編」と「基礎
編」を各年で行っている。

・入門編…市内在住か
在勤の18才以上の人
・基礎編…手話奉仕員
養成講座入門編を修了
した人

おおるり

39 福祉課
島田市要約筆記奉仕員養成講座 要約筆記の啓発講座 市民 おおるり

40 福祉課
地域活動支援センターＩ型事業 地域住民ボランティア育成、障害に対する理解

促進を図るための普及啓発等
市民

41 福祉課

精神保健福祉講座 民生委員・児童委員、高齢者あんしんセンター
職員等を対象に精神疾患・精神障害の理解と啓
発を図るための講座を開催する。

民生委員・児童委員等

42 福祉課
発達障害を理解するための講座 当事者、家族及び支援者を対象に発達障害を理

解するための講座を開催する。
市民 島田市役所会議棟

43 文化課

博物館講座 博物館展示に併せて歴史･民俗･美術等について
講座を開催し、参加者の芸術文化に対する理解
を深める。

市民 博物館講座室、特別展示室

44 文化課

機織体験学習 古い布を細かく裂いて横糸として織り込む裂き
織りの体験学習。昔行われた技法により自分だ
けの作品を制作する。

中学生以上(市内外) 札場(川越街道)

45 文化課
夏休みの体験学習 夏休みを利用し、機織、染物、子ども歴史教室

などを行う。
小学生
(一部親子体験あり)

博物館整理工作室、札場など

46 文化課
年賀状木版画教室 木版画による年賀状の作成印刷を専門家の指導

により習得する。
市民 博物館整理工作室

47 文化課
こどもの日の集い・県民の日 博物館･分館と川越街道の川会所などを利用

し、クイズラリーなどを行い、幼少期から博物
館に親しむ機会を提供する。

市内外 博物館、分館、川越街道施設
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48 文化課

しまはくワークショップ 毎月第２日曜日に小学生を対象とした工作講座
を開催する。第３日曜日には、ちょっと昔のお
もしろ体験として昔の道具に触れる機会を提供
する。

市内外 博物館、分館

49 文化課
博物館だより発行 島田市博物館・分館の収蔵品展、企画展・イベ

ント・講座の案内
市内外

50 文化課

芸術文化普及事業 多くの市民が文化芸術に触れる機会を提供し、
その鑑賞、参加、交流等を通して、市民の文化
芸術に対する関心を高め、身近なものとして感
じられるような事業展開をする。これにより市
民文化の向上を図る。

市民 プラザおおるり、夢づくり会館、川根文化セン
ター

51 文化課

芸術家派遣事業 次代を担う青少年をはじめとして、病気や障
害、地理的条件から施設に足を運ぶことが困難
である者や芸術文化に触れる機会の少ない市民
に対し、芸術家を派遣することで、身近で良質
な芸術文化の鑑賞機会を提供する。

市民 市内

52 包括ケア推進課

元気・脳力アップ塾 ニュースポーツ等の有酸素運動、介護予防に関
する講義

65歳以上の市民 ・六合公民館
・保健福祉センター
・北部ふれあいセンター

53 包括ケア推進課
地域ふれあい事業 レクリエーション等 おおむね80歳以上の市

民
・市内公会堂45箇所
・保健福祉センター

54 包括ケア推進課

パワーリハビリ教室事業 パワーリハビリ専用機械を使用したマシント
レーニング

要介護認定を受けてお
らず医師からの運動制
限がない、自主的なト
レーニングが可能な65
歳以上の市民

・プラザおおるり　シニアトレーニングルーム
・金谷生きがいセンター　体力づくりの部屋

55 包括ケア推進課

シニアトレーニング指導員養成
講座

マシントレーニング指導のための知識や介護予
防に関する知識の習得等

要介護認定を受けてお
らず医師からの運動制
限がない、自主的なト
レーニングが可能なお
おむね60歳から70歳ま
での市民。

・プラザおおるり　シニアトレーニングルーム
・金谷生きがいセンター　体力づくりの部屋
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56 包括ケア推進課
しまトレ推進事業 介護予防体操「しまトレ」を行う。 高齢者他年齢性別問わ

ず
市全域

57 包括ケア推進課 脳の健康度テスト ファイブコグテスト 65歳から84歳の市民 市全域

58 包括ケア推進課
認知症サポーター養成講座 認知症に関する講義 高齢者他年齢性別問わ

ず
市全域

59 包括ケア推進課
認知症予防講演会 認知症予防に関する講義 高齢者他年齢性別問わ

ず
市全域

60 包括ケア推進課
認知症への理解を深めるための
普及・啓発事業

認知症に関することの普及啓発、相談会 高齢者他年齢性別問わ
ず

市全域

61 包括ケア推進課

地域包括ケアシステムの普及※
住みなれた地域で暮らしつづけ
るために

高齢者の在宅生活を地域で支える仕組みづくり
「地域包括ケアシステム」の普及啓発

高齢者他年齢性別問わ
ず

市全域

62 包括ケア推進課

リビング・ウイルの普及
※「もしものとき」の医療・ケ
アについての生前の意思表明。

市民が人生の最終段階を自己決定できるようリ
ビング・ウイルの普及啓発

高齢者他年齢性別問わ
ず

市全域

63 社会教育課

高齢者学級 老年期にふさわしい社会能力を養い生きがいを
見出し、社会の変化に対応する学習や、社会奉
仕等を地域の実情に応じて展開する。

市民
65歳以上

･しまだ楽習センター
･六合公民館
･初倉公民館
･金谷公民館
･大津農村環境改善センター
･北部ふれあいセンター
･伊久身農村環境改善センター
・川根地区センター

64 社会教育課

社会教育講座 自己実現や豊かな人生をおくるため仲間づくり
や地域の人との関わりを持ちながら人間形成へ
とつなげる学習を推進するため、地域において
講座を開講する。

市民 ･六合公民館
･初倉公民館
･金谷公民館
･大津農村環境改善センター
･伊久身農村環境改善センター
･北部ふれあいセンター
･初倉西部ふれあいセンター
･川根地区センター
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★ 65 社会教育課

しまだ楽習センター開講講座 世代を超えた交流により生涯学習としての「し
まだ楽習」の推進を図るため、しまだ楽習セン
ターを拠点とした各種講座を開講する。(ふれ
あい楽習講座、ジュニアクラブ、夏･冬の短期
講座など)

市民
全年齢（講座により異
なる）

しまだ楽習センター

★ 66 社会教育課

東海道金谷宿大学 東海道金谷宿大学は、生涯において自由に学び
あう機会を提供するとともに豊かな人間性を育
む生涯学習社会の実現を目指して実施してい
る。「教えたい人」が教授となり講座を開設
し、「学びたい人」が学生となり受講するもの
です。

市民(教授は20歳以上の
成人)

金谷公民館、夢づくり会館他

67 社会教育課

子ども会支援事業 市内の単位子ども会（初倉地区を除く）が加入
する市子ども会連合会へ補助金を交付すること
により、市内の子ども会活動を支援する。市子
ども会連合会は親子釣り大会などのふれあい事
業、広報誌発行、単位子ども会補助事業、成人
式への協力等を行っている。

市子ども会連合会 ・おおるり
・野守の池
・ローズアリーナ　ほか

68 社会教育課

初めて0歳児をもつ親の講座 0歳児を初めて育てている母親のための仲間づ
くり、親子の絆づくり、少し先を見通した育児
の基礎知識の学習を目的としている。

2ヶ月から4ヶ月の第１
子とその親

保健福祉センター

69 社会教育課
幼児・児童の子をもつ親の講座 子供しつけの方法を学ぶとともに、より良い親

子関係を築くための学習プログラム。
0歳から9歳の子をもつ
親

プラザおおるり

70 社会教育課

小中学生の子をもつ親の講座 発達における特性、心理学など様々な分野を学
びながら、子育ての不安や悩みの軽減を目指
す。

小中学生の子をもつ親 プラザおおるり

71 社会教育課

中学生赤ちゃんふれあい体験講
座

中学生が赤ちゃん親子との交流により子育てを
体感することによって、生命の尊さ・思いや
り・優しさを育て感性豊かな人間として育成す
る。

市内中学3年生
0歳児とその親

市内中学校
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① 学びでこころ豊かな私になります ★ ・・・大綱掲載事業

NO 担当課 事業名 内容 対象者及びその年齢 会場

＜生涯学習を推進させる164の事業＞

72 社会教育課

家庭教育学級 親同士が交流し、子育ての悩みなど話し合い家
庭教育についての講座など体験を通して学びを
深める。

小学校1年生児童の保護
者及び小学校2年生～6
年生児童保護者の希望
者

市内小学校18校

73 社会教育課
子育て読書活動推進事業
読み聞かせボランティア講習会

各地域･学校で活動している方のスキルアップ
と交流･情報交換を行う。

市内読み聞かせボラン
ティア

金谷公民館など

74 社会教育課

家庭教育講演会 家庭教育の推進と青少年の健全育成を図るた
め、タイムリーな情報の発信を行う。

家庭教育学級生を主
に、子育て中の親･市民
全て

夢づくり会館ホール

75 社会教育課
幼児期家庭教育講座 幼児期の心と身体の発達段階にあった接し方な

どを学び、悩みも共有する講座を開講する。
保育園・幼稚園児の保
護者

プラザおおるり

76 社会教育課

初倉放課後子ども教室(フレン
ズ)

心豊かなたくましい子どもを社会全体で育むた
め、安全な居場所を設け、地域の大人を指導員
として、放課後や週末に様々な体験活動や地域
住民との交流を行う。

初倉地区の小学生 岡田公会堂、初倉南小ほか

77 社会教育課

青少年リーダー育成推進事業
｢はばたけリーダー｣

青少年リーダーとしての資質や専門的な能力を
高めようとする者に対して、学習の機会を提供
し、青少年リーダーとしての能力を養成するこ
とにより青少年の健全育成を図る。

市内に在学又は通学し
ている中学1年生～高校
3年生(12歳以上18歳未
満の者)

山の家、山村都市交流センターほか

78 社会教育課

少年育成教室｢しまだガンバ！｣ 次世代を担う青少年が、心身ともに健やかでた
くましく成長するため、他校児童との交流や異
年齢児童との集団活動等を通して、感性と創造
性のある青少年の健全育成を図る。

市内小学校4年生～
6年生

神座小学校屋内運動場、島田市野外活動センター
山の家、山村都市交流センターささまほか

★ 79 社会教育課

ボーイスカウト・ガールスカウ
ト支援事業

島田地区のボーイスカウト・ガールスカウトの
事業を支援するため、予算の範囲内において補
助金を交付する業務。

島田地区ボーイスカウ
ト・ガールスカウト関
係者
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② みんなの学びでこころをつなげます ・・・大綱掲載事業

NO 担当課 事業名 内容 対象者及びその年齢 会場

80 スポーツ振興課

ニュースポーツ普及事業
（スポーツ教室及びスポーツ推
進委員派遣）

健康増進と体力の向上を目的に、ニュースポー
ツを市民に普及･定着させるため、ファミリー
バドミントン、ワンバウンドふらば～る、ビー
チボール、トランポウォーク教室を開催する。
また、地域団体の要請により、地域で開催され
るスポーツ教室にスポーツ推進委員を派遣す
る。

市民 島田市総合スポーツセンター
金谷体育センター
川根体育館　他

81 スポーツ振興課

ジュニアスポーツクラブ
（ミニバスケットボール）
（バレーボール）（陸上）
（水泳）（テニス）

市内の小学生（４年生以上）を対象に、各競技
団体の指導により約20回のジュニアスポーツ教
室を開催し、競技力の向上と競技人口の拡大を
図る。

小学生（４年生以上） 島田第三小学校　体育館
島田第五小学校　体育館
島田市陸上競技場
島田市総合スポーツセンター屋内プール
伊太庭球場

★ 82 スポーツ振興課

スポーツ少年団支援事業 島田市スポーツ少年団に所属する異種競技の団
員が、スポーツを通じて交流を行う“島田市ス
ポーツ少年団交流大会”や、姉妹都市である富
山県氷見市・長野県大町市・静岡県島田市の三
市のスポーツ少年団の団員同士が交流を深め、
今後とも更に発展することを目的に“姉妹都市
スポーツ少年団交流会”を開催するなど支援の
充実を図る。

団員（小学生）、ジュ
ニアリーダー（小５～
高校生）及び指導員
（大人）

島田市スポーツ少年団交流大会
スポーツセンターや競技場など

姉妹都市スポーツ少年団交流会
会場は三市で持ち回り

83 下水道課

親子の下水道教室 島田市の公共下水道の普及、PR活動の一環とし
て、夏休みを利用した親子のふれあいの場とし
て｢下水道教室｣を開催している。施設見学や微
生物の観察、ビデオ鑑賞等を行い、下水道のし
くみを学んでもらい、下水道に対する意識の高
揚を図っている。

小学生とその親 島田浄化センター

84 協働推進課

夏休み親子施設見学会 夏休み期間中に、親子を対象とした施設見学会
を実施する。子供に市への関心を持ってもらう
ことを目的に、広報紙で参加者を募り、市のマ
イクロバスを使用して公共施設を見学する。

市民
(小学生とその保護者)

市内公共施設

★ 85 協働推進課

ふれあいしまだ塾 行政が行っている事業を学習する機会を提供
市の施策や公共サービス等を知っていただくた
めに、市民グループや各種団体が開催する会合
の場に職員等を派遣する、

市民 その都度決定

＜生涯学習を推進させる164の事業＞
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NO 担当課 事業名 内容 対象者及びその年齢 会場

＜生涯学習を推進させる164の事業＞

86 協働推進課

NPOの育成･支援 ･市民活動センターにおける貸室及び市民活動
に関する情報収集･発信、相談、講座開催
･しまだ楽習センターにおける社会貢献活動団
体の減免

NPO

87 健康づくり課 地区健康講座 健康、食生活相談・健康講座 市民 各地区の施設

88 健康づくり課 地区健康まつり 健康相談 等 市民 各地区の施設

89 子育て応援課

外国人ママの会 母国を離れ島田市で子育てをしている親や国際
交流に興味のある市民との交流を深め、仲間づ
くりや情報交換をすることによって、親の孤独
感や育児に関する悩みの解消に努める。

・外国出身の保護者及
びその子ども
・外国語を話すことが
できる市民

プラザおおるり

★ 90 子育て応援課

子育て支援ネットワーク運営事
業

子育て支援団体が、自分達の情報を共有しあ
い、連携して大きなネットワークを作ることに
より、支援の充実を図ります。

子育て支援団体
関係機関

プラザおおるり
島田市役所

91 図書館課

おはなしマラソン 秋の読書週間の期間中に、市内･近隣市町で活
動する読み聞かせグループのおはなし会を各館
で行う。（１日５組～６組のグループが、各30
分ずつ読み聞かせを行う）

市民 島田図書館
金谷公民館

92 文化課
夏休みの体験学習 夏休みを利用し、機織、染物、子ども歴史教室

などを行う。
小学生(一部親子体験あ
り)

博物館整理工作室、札場など

93 文化課

こどもの日の集い・県民の日 博物館･分館と川越街道の川会所などを利用
し、クイズラリーなどを行い、幼少期から博物
館に親しむ機会を提供する。

市内外 博物館、分館、川越街道施設

94 文化課

しまはくワークショップ 毎月第２日曜日に小学生を対象とした工作講座
を開催する。第３日曜日には、ちょっと昔のお
もしろ体験として昔の道具に触れる機会を提供
する。

市内外 博物館、分館

★ 95 社会教育課

フェスタしまだ 活動する市民が一堂に会し、各団体の実践活動
や発表をとおして、相互の交流と活動の活性化
を図り、多くの市民に生涯学習活動への参加を
呼びかける。年1回開催。ステージ発表･展示･
フリーマーケット･バザーなどを実施。

市民
全年齢

おおるり
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★ 96 社会教育課

子ども会支援事業 各地の子ども会が加入する市子ども会連合会へ
補助金を交付することにより、子ども会活動を
支援する。

市子ども会連合会 ・おおるり
・野守の池
・ローズアリーナ　ほか

97 社会教育課

初めて0歳児をもつ親の講座 0歳児を初めて育てている母親のための仲間づ
くり、親子の絆づくり、少し先を見通した育児
の基礎知識の学習を目的としている。

2ヶ月から4ヶ月の第１
子とその親

保健福祉センター

98 社会教育課
幼児・児童の子をもつ親の講座 子供しつけの方法を学ぶとともに、より良い親

子関係を築くための学習プログラム。
0歳から9歳の子をもつ
親

プラザおおるり

99 社会教育課
小中学生の子をもつ親の講座 発達における特性、心理学など様々な分野を学

びながら、子育ての不安や悩みの軽減を目指
す。

小中学生の子をもつ親 プラザおおるり

100 社会教育課

中学生赤ちゃんふれあい体験講
座

中学生が赤ちゃん親子との交流により子育てを
体感することによって、生命の尊さ・思いや
り・優しさを育て感性豊かな人間として育成す
る。

市内中学3年生
0歳児とその親

市内中学校

★ 101 社会教育課

子育て広場 ぐぅ・ちょき・
ぱぁ

ペアレントサポーターを配置し、親子が自由に
遊び、地域の親子同士が自由に交流するととも
に、子育てに関する情報交換・仲間づくり等を
推進し、子育てネットワークの形成を図る。

未就学児とその保護者
（祖父母など含む）

島田第一中学校 地域学校連携室

★ 102 社会教育課

子育て広場 赤ちゃん部 みんく
る

ペアレントサポーターを配置し、親子が自由に
遊び、地域の親子同士が自由に交流するととも
に、子育てに関する情報交換・仲間づくり等を
推進し、子育てネットワークの形成を図る。

０才児とその保護者
（祖父母など含む）

金谷公民館 和室

★ 103 社会教育課

子育て広場 赤ちゃん部 ロク
ティ

ペアレントサポーターを配置し、親子が自由に
遊び、地域の親子同士が自由に交流するととも
に、子育てに関する情報交換・仲間づくり等を
推進し、子育てネットワークの形成を図る。

０才児とその保護者
（祖父母など含む）

六合公民館 子育てサロン等

★ 104 社会教育課

家庭教育学級 親同士が交流し、子育ての悩みなど話し合い家
庭教育についての講座など体験を通して学びを
深める。

小学校1年生児童の保護
者及び小学校2年生～6
年生児童保護者の希望
者

市内小学校18校
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105 社会教育課
子育て読書活動推進事業
読み聞かせボランティア講習会

各地域･学校で活動している方のスキルアップ
と交流･情報交換を行う。

市内読み聞かせボラン
ティア

金谷公民館など

106 社会教育課

家庭教育講演会 家庭教育の推進と青少年の健全育成を図るた
め、タイムリーな情報の発信を行う。

家庭教育学級生を主
に、子育て中の親･市民
全て

夢づくり会館ホール

107 社会教育課
幼児期家庭教育講座 幼児期の心と身体の発達段階にあった接し方な

どを学び、悩みも共有する講座を開講する。
保育園・幼稚園児の保
護者

プラザおおるり
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108 スポーツ振興課

学校体育施設開放事業 小中学校の屋内運動場、屋外運動場夜間照明施
設等の学校施設を学校教育に支障が生じない範
囲内において開放し、スポーツ振興及び健康づ
くりの場を提供する。

市民 屋内運動場24校29施設
屋外運動場９校（夜間照明施設）

109 スポーツ振興課

社会体育施設開放事業 総合スポーツセンター、横井運動場公園、金谷
体育センター等の社会体育施設をスポーツ振興
及び健康づくりの場として提供する。

市民及び近隣住民 総合スポーツセンター
横井運動場公園
金谷体育センター
川根野球場
川根体育館
大井川緑地　他

110 スポーツ振興課
小学校プール開放事業 夏休み期間中に所定のプールを一般開放し、健

康づくりの場を提供する。
市民 市内小学校15校

111 下水道課

親子の下水道教室 島田市の公共下水道の普及、PR活動の一環とし
て、夏休みを利用した親子のふれあいの場とし
て｢下水道教室｣を開催している。施設見学や微
生物の観察、ビデオ鑑賞等を行い、下水道のし
くみを学んでもらい、下水道に対する意識の高
揚を図っている。

小学生とその親 島田浄化センター

112 観光課

しまだ大井川マラソンｉｎリバ
ティ

（主）しまだ大井川マラソンinリバティ実行委
員会
スポーツ振興だけでなく、島田市の情報発信、
交流人口の拡大、地域活性化、空港利用促進を
目的に開催。地域一体となった「おもてなし」
で全国規模の大会を開催する。

市民、マラソン愛好者 市内及び大井川マラソンコース

113 観光課

桜まつり走ろう会 （主）桜まつり走ろう会実行委員会
個々の健康の増進と体力の増強に資し、完走を
目的として参加者相互の心のふれあいを育むと
ともに、大会を通じ桜の名所である川根を発信
し観光振興と地域の活性化を図る。

市民及び近隣住民 川根地区

114 観光課

島田大祭 元禄8年以来108回を数え、3年1度10月中旬に開
催し元禄絵巻が再現される。屋台踊り、鹿島踊
り、大名行列、駅前お祭広場のイベント・物産
展等を行う。

市民 本通り周辺

＜生涯学習を推進させる164の事業＞
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115 観光課

金谷茶まつり 屋台道中、茶娘約1，000人が踊る茶娘道中、物
産展等を開催。手もみ茶体験や抹茶のお点前実
演を通じて訪れた観光客が香り高い茶の味を楽
しむ。

市民 駅前通り周辺

116 観光課

島田髷まつり （主）島田髷まつり実行委員会
様々な型の日本髪・島田髷を結い、揃いの浴衣
を着た髷娘たちが手踊りをしながら歩く「島田
髷道中」の後、鵜田寺にて髷供養感謝祭が行わ
れる。

市民及び近隣住民 本通り周辺、鵜田寺

117 協働推進課

公共施設見学会 市の事業や公共施設の見学を通して、市民の市
政への関心を高め理解を深めるとともに、広く
市民の意見を聴く機会として実施する。町内会
や老人会、PTA等の団体･グループを対象に、市
のマイクロバスを使用して希望する公共施設を
見学する。

市民(団体) 市内公共施設

★ 118 協働推進課
まちづくり支援事業交付金 市民が主体的に取り組む事業で公益性を有する

ものに対して、交付金を交付する。
NPO

★ 119 協働推進課

NPOの育成･支援 ･市民活動センターにおける貸室及び市民活動
に関する情報収集･発信、相談、講座開催
･しまだ楽習センターにおける社会貢献活動団
体の減免

NPO

120 協働推進課

島田市コミュニティ推進協議会 地域コミュニティによる住みやすい地域づくり
のための活動を育成し、及び支援するため、補
助金を交付する。

市内地区コミュニティ9
団体

121 健康づくり課

食推協学習会 健康づくりや食育の推進のため普及啓発等の取
り組みを目的として組織されている地区ボラン
ティア団体へ学習会を実施する。

食推協会員 ･保健福祉センター
･夢づくり会館
･川根文化センター

122 健康づくり課
子育てｸﾞﾙｰﾌﾟ等講話 子育ての講話 市民 保健福祉センター

地域子育て支援センター等

123
健康づくり課
島田消防署

（静岡市消防局）

応急手当普及員講習 応急手当の指導ができる資格を取得するための
講習

市民 保健福祉センター･消防署
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124 子育て応援課

外国人ママの会 母国を離れ島田市で子育てをしている親や国際
交流に興味のある市民との交流を深め、仲間づ
くりや情報交換をすることによって、親の孤独
感や育児に関する悩みの解消に努める。

・外国出身の保護者及
びその子ども
・外国語を話すことが
できる市民

プラザおおるり

125 子育て応援課

県外出身ママの会 県外出身者同士の交流の機会をもち、仲間づく
りや情報交換をすることによって、親の孤独感
や育児に関する悩みの解消に努める。

・県外出身の家庭で子
育てをしている

すまいるハウスたまご

126 子育て応援課

子育て支援ネットワーク運営事
業

子育て支援団体が、自分達の情報を共有しあ
い、連携して大きなネットワークを作ることに
より、支援の充実を図る。

子育て支援団体
関係機関

プラザおおるり
島田市役所

127 生活安心課

人権教育啓発出前講座 人権に対する啓発を図るとともに理解を深めて
いただき、人権が尊重される社会の実現を図
る。

児童・生徒及び園児等 小中学校、幼稚園、保育園など

128 生活安心課

くらし消費環境展 参加団体が日頃取り組んでいるテーマの展示や
実演をすることにより、暮らしの情報提供と消
費生活や環境に対する啓発を図る。

市民 プラザおおるり

129
生活安心課
社会教育課

明るく安心して暮らせるまちづ
くり市民大会

飲酒・暴走運転根絶、暴力追放、防犯まちづく
り、青少年健全育成などの取り組みを推進し、
市民の意識高揚を図る。

市民 プラザおおるり

130
生活安心課

交通安全リーダーと語る会 市内全小学校における交通安全リーダー（５、
６年生）に対し、交通ルールの理解とマナーの
向上、危険箇所の再確認、危険予知のトレーニ
ングを行う。

市内児童（小学５、６
年生）

市内全小学校

131 地域づくり課

島田市平和祈念事業 市民の恒久平和・国際平和の意識をより一層深
めるとともに、平和行政の一環として市の取り
組みを明確にするため平和祈念事業を開催。
①島田空襲被爆者慰霊のつどい
②島田市平和祈念式典
③島田市平和祈念事業展示

市民
全年齢

①扇町公園
②プラザおおるりホール
③プラザおおるり展示ホール

★ 132
協働推進課
地域づくり課

まちづくり市民ワークショップ 協働のまちづくりに対する市民の意識啓発を図る
ことを目的に、身近なテーマで市民ワークショップ
（意見交換会）を開催します。

市民
テーマに応じて設定

プラザおおるり　ほか
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133 図書館課

ボランティア養成講座 学校等で読み聞かせボランティアとして活動し
ている方の「ステップアップ講座」や、「本の
修理」、「書架整理」の講座を行いボランティ
アの育成を図る。

市民 おび・りあ
金谷公民館

134 福祉課
島田市社会を明るくする運動講
演会

青少年の非行防止及び健全育成をテーマに、生
徒、保護者及び地域住民を対象とした講演会

中学生、保護者、地域
住民

第一中
第二中

135 福祉課
隣保館教養文化講座 同和地区住民及び地域住民が隣保館に集まり各

種講座を受講する。
市民 福祉館あけぼの

番生寺会館

136 福祉課
地域活動支援センターＩ型事業 地域住民ボランティア育成、障害に対する理解

促進を図るための普及啓発等
市民

137 福祉課
精神保健福祉講座 民生委員・児童委員、高齢者あんしんセンター

職員等を対象に精神疾患・精神障害の理解と啓
発を図るための講座を開催する。

民生委員・児童委員等

138 福祉課
発達障害を理解するための講座 当事者、家族及び支援者を対象に発達障害を理

解するための講座を開催する。
市民 島田市役所会議棟

139 文化課

しまだ市民遺産ちょこっとプラ
スツアー

地域が大切に守り伝えているたからを「しまだ
市民遺産」として認定し、それらの情報発信を
図る。　しまだ市民遺産ちょこっとプラスツ
アーの開催し、見学や体験を通して地域資源や
文化資源に触れる機会を提供する。

市民 市内

140 文化課
諏訪原城跡講演会 国指定史跡諏訪原城跡に関する講演会を開催す

る。
市民 諏訪原城跡、金谷公民館等

141 文化課
川越遺跡講演会 国指定史跡島田宿大井川川越遺跡に関する講演

会を開催する。
市民 川越遺跡、プラザおおるり等

142 文化課
発掘調査現場見学会 地域の成り立ちを学び、愛着が持てるよう発掘

調査現場の見学会を実施する。
市民 発掘調査現場

143 包括ケア推進課

元気・脳力アップ塾 ニュースポーツ等の有酸素運動、介護予防に関
する講義

65歳以上の市民 ・六合公民館
・保健福祉センター
・北部ふれあいセンター

144 包括ケア推進課
地域ふれあい事業 レクリエーション等 おおむね80歳以上の市

民
・市内公会堂45箇所
・保健福祉センター
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145 包括ケア推進課

シニアトレーニング指導員養成
講座

マシントレーニング指導のための知識や介護予
防に関する知識の習得等

要介護認定を受けてお
らず医師からの運動制
限がない、自主的なト
レーニングが可能なお
おむね60歳から70歳ま
での市民

・プラザおおるり　シニアトレーニングルーム
・金谷生きがいセンター　体力づくりの部屋

146 包括ケア推進課
居場所づくり事業 おしゃべり、レクリエーション等 高齢者他年齢性別問わ

ず
市全域

147 包括ケア推進課
認知症サポーター養成講座 認知症に関する講義 高齢者他年齢性別問わ

ず
市全域

148 包括ケア推進課
認知症への理解を深めるための
普及・啓発事業

認知症に関することの普及啓発、相談会 高齢者他年齢性別問わ
ず

市全域

149 環境課

環境人材バンク事業 環境教育リーダーや、その他の環境保全活動に
取組む市民・事業所などを環境人材バンクに登
録し、環境に関する各種講座や体験教室及び学
校等に、人材バンク登録者を派遣する。

原則として市内に居住
し､若しくは通勤し若し
くは通学している者10
人以上により構成され
た団体又は学校

市役所会議棟
おおるり会議室
市内公民館
市内放課後児童クラブなど

150 環境課

アースキッズ事業 子どもたちが家庭でリーダーとなって、家庭か
ら地球温暖化防止に取り組むことによって、地
球環境の現状を知り、問題意識を持つ次世代の
エコリーダーを育成することを目的とする。

小学校5年生 市内小学校

★ 151 社会教育課

市民学級 豊かな人間性を養い、また、仲間づくりを通し
て地域づくりを推進するため、市民が地区ごと
に学級を組織する。活動は、地区公民館等を利
用して、学習計画を立て、料理講習、健康体操
講座、陶芸講座、生け花講座などの自主的な学
習をする。

市民
全年齢

･しまだ楽習センター
･六合公民館
･初倉公民館
･金谷公民館
･大津農村環境改善センター
･川根地区センター
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★ 152 社会教育課

高齢者学級 老年期にふさわしい社会能力を養い生きがいを
見出し、社会の変化に対応する学習や、社会奉
仕等を地域の実情に応じて展開する。

市民
65歳以上

･しまだ楽習センター
･六合公民館
･初倉公民館
･金谷公民館
･大津農村環境改善センター
･北部ふれあいセンター
･伊久身農村環境改善センター
･川根地区センター

153 社会教育課

初めて0歳児をもつ親の講座 0歳児を初めて育てている母親のための仲間づ
くり、親子の絆づくり、少し先を見通した育児
の基礎知識の学習を目的としている。

2ヶ月から4ヶ月の第１
子とその親

保健福祉センター

154 社会教育課
幼児・児童の子をもつ親の講座 子供しつけの方法を学ぶとともに、より良い親

子関係を築くための学習プログラム。
0歳から9歳の子をもつ
親

プラザおおるり

155 社会教育課

小中学生の子をもつ親の講座 発達における特性、心理学など様々な分野を学
びながら、子育ての不安や悩みの軽減を目指
す。

小中学生の子をもつ親 プラザおおるり

156 社会教育課

中学生赤ちゃんふれあい体験講
座

中学生が赤ちゃん親子との交流により子育てを
体感することによって、生命の尊さ・思いや
り・優しさを育て感性豊かな人間として育成す
る。

市内中学3年生
0歳児とその親

市内中学校

157 社会教育課

子育て広場 ぐぅ・ちょき・
ぱぁ

ペアレントサポーターを配置し、親子が自由に
遊び、地域の親子同士が自由に交流するととも
に、子育てに関する情報交換・仲間づくり等を
推進し、子育てネットワークの形成を図る。

未就学児とその保護者
（祖父母など含む）

島田第一中学校 地域学校連携室

158 社会教育課

子育て広場 赤ちゃん部 みんく
る

ペアレントサポーターを配置し、親子が自由に
遊び、地域の親子同士が自由に交流するととも
に、子育てに関する情報交換・仲間づくり等を
推進し、子育てネットワークの形成を図る。

０才児とその保護者
（祖父母など含む）

金谷公民館 和室

159 社会教育課

子育て広場 赤ちゃん部 ロク
ティ

ペアレントサポーターを配置し、親子が自由に
遊び、地域の親子同士が自由に交流するととも
に、子育てに関する情報交換・仲間づくり等を
推進し、子育てネットワークの形成を図る。

０才児とその保護者
（祖父母など含む）

六合公民館 子育てサロン等
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160 社会教育課
子育て読書活動推進事業
読み聞かせボランティア講習会

各地域･学校で活動している方のスキルアップ
と交流･情報交換を行う。

市内読み聞かせボラン
ティア

金谷公民館など

161 社会教育課

初倉放課後子ども教室(フレン
ズ)

心豊かなたくましい子どもを社会全体で育むた
め、安全な居場所を設け、地域の大人を指導員
として、放課後や週末に様々な体験活動や地域
住民との交流を行う。

初倉地区の小学生 岡田公会堂、初倉南小ほか

162 社会教育課

学校施設開放事業 地域やＰＴＡ等の会合を開くときや講習会等の
学習機会の場として、またボランティア活動な
どに地域住民が利用できるように一般開放をす
る。

市民 市内小中学校8校11部屋

★ 163 社会教育課

少年育成教室｢しまだガンバ！｣ 次世代を担う青少年が、心身ともに健やかでた
くましく成長するため、他校児童との交流や異
年齢児童との集団活動等を通して、感性と創造
性のある青少年の健全育成を図る。

市内小学校4年生～
6年生

神座小学校屋内運動場、島田市野外活動センター
山の家、山村都市交流センターささまほか

★ 164 社会教育課

青少年リーダー育成推進事業
｢はばたけリーダー｣

青少年リーダーとしての資質や専門的な能力を
高めようとする者に対して、学習の機会を提供
し、青少年リーダーとしての能力を養成するこ
とにより青少年の健全育成を図る。

市内に在学又は通学し
ている中学1年生～高校
3年生(12歳以上18歳未
満の者)

山の家、山村都市交流センターほか
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