
4月4日(土)～6月21日(日) 博物館課 37－1000
4月4日(土)～6月7日(日) 島田市博物館 37－1000
5月14日(木)～6月2日(火) 金谷図書館 46-3246
6月4日(木)～6月23日(火) 金谷図書館 46-3246
6月13日(土)～9月22日(火) 島田市博物館 37‐1000
6月16日(火)～6月17日(水) 学校給食課 　33-3055
6月25日(木)～7月14日(火) 金谷図書館 46-3246

令和2年度収蔵品展「昭和・平成のカワイイ♡カッコイイ」
博物館分館開館20周年記念　収蔵品展「海野光弘　道」同時
開催「分館コレクション一挙公開　１st」
金谷図書館展示コーナー「金谷公民館活動展」
金谷図書館展示コーナー「大井川の水災害の歴史について」
分館20周年記念「収蔵品展 海野光弘山里」・「分館コレクション
一挙公開2nd」
学校給食市民試食会
金谷図書館展示コーナー「島田の四季」

議会事務局
0547-36-7205月1

09:00～ ■議会運営委員会
【場所】第１委員会室
【内容】一般質問の取り扱いについて　など

5 金
4 木

6 土

13:30～14:30 ■「レコードとCDで聞く昭和・平成なつかしの一曲」
【場所】島田市博物館本館整理工作室
【内容】（内容）昭和・平成の流行曲やアニメソングをそれぞれ、レ
コード・CDで流し、学芸員による時代背景や楽曲説明付きで聞い
ていく。レコードを流すのに使用するのは、当館所蔵の平野コレク
ションの昭和時代に一般家庭で使用されていたコロンビアのレ
コードプレーヤーで、昭和時代に人々が家庭で聞いていた「音」を
体感してもらうことができる。（使用楽曲：三波春夫の「東京五輪音
頭」等）

（応募方法）往復はがきまたはＥメールでお申込みください。
※一通につき2名まで申し込み可
＜往復はがきの場合＞
（記入事項）①イベント名、②参加者（人数分）の氏名（ふりがな）・
年齢・住所・連絡先電話番号。返信欄に返信先をご記入のうえ島
田市博物館宛に郵送してください。
＜Ｅメールの場合＞
（記入事項）往復はがきによる場合と同じ。件名を「昭和展レコード
イベント参加申し込み」とし、下記のアドレスに送信してください。
hakubutu@city.shimada.lg.jp
【ご注意】受信拒否等の設定をしている場合は、解除するか上記
のアドレスが受信できるように設定してください。なお、メール送信
日の翌日から3営業日以内に返信がない場合には、電話にてお問
合せください。
【対象】どなたでも
【定員】15名（先着順）※要予約（5月3日（日）より受付開始）
【講師】島田市博物館学芸員　増田　亜矢乃

島田市博物館
37‐1000

【6月分】

6月定例記者懇談会広報素材（予定）

日 曜 時間 行事 連絡先

09:30～ ■本会議（初日）
【場所】市議会議場
【内容】６月定例会会期の決定、閉会中の常任委員会審査・調査
報告、予算・決算特別委員会・若者のまちづくり参画等に関する特
別委員会調査報告、議案上程など

議会事務局
0547-36-7205

3 水

10:30～11:00 ■おはなし宅配便
【場所】神谷城保育園
【内容】幼稚園や保育園へ出かけて、絵本の読み聞かせや紙芝居
をします。
【定員】26人
【講師】県子ども読書アドバイザー

金谷図書館
46－3246

2 火

09:00～11:00 ■ブックスタート
【場所】保健福祉センター
【内容】職員が７ヶ月健康相談会場において、読み聞かせの大切
さなどを話しながら、絵本とおすすめ絵本のパンフレット等を渡す
【対象】令和元年11月前半生まれの赤ちゃんとその保護者

島田図書館
36-7226



7 日

13:30～14:00 ■おはなし会
【場所】金谷図書館
【内容】読み聞かせボランティアのオオサキさんによる英語のおは
なし会。英語の絵本の読み聞かせや手遊びなど。
【対象】来館者した子供とその保護者
【講師】読み聞かせボランティア　オオサキさん

金谷図書館
46－3246

14:30～15:00 ■おはなし会
【場所】島田図書館
【内容】絵本の読み聞かせや紙芝居
【対象】来館した児童とその保護者
【講師】島田おはなしの会

島田図書館
36-7226

13:30～14:30 ■ちょ～っと昔のおもしろ体験（番外編）「レコードとCDで聞く昭和・
平成なつかしの一曲」
【場所】島田市博物館本館整理工作室
【内容】昭和・平成の流行曲やアニメソングをそれぞれ、レコード・
CDで流し、学芸員によ時代背景や楽曲説明付きで聞いていく。レ
コードを流すのに使用するのは、当館所蔵の平野コレクションの昭
和時代に一般家庭で使用されていたコロンビアのレコードプレー
ヤーで、昭和時代に人々が家庭で聞いていた「音」を体感してもら
うことができる。（使用楽曲：三波春夫の「東京五輪音頭」等）

【申し込み方法】往復はがきまたはＥメールでお申込みください。
※一通につき2名まで申し込み可
＜往復はがきの場合＞
（記入事項）①イベント名、②参加者（人数分）の氏名（ふりがな）・
年齢・住所・連絡先電話番号。返信欄に返信先をご記入のうえ島
田市博物館宛に郵送してください。
＜Ｅメールの場合＞
（記入事項）往復はがきによる場合と同じ。件名を「昭和展レコード
イベント参加申し込み」とし、下記のアドレスに送信してください。
hakubutu@city.shimada.lg.jp
【ご注意】受信拒否等の設定をしている場合は、解除するか上記
のアドレスが受信できるように設定してください。なお、メール送信
日の翌日から3営業日以内に返信がない場合には、電話にてお問
合せください。

【対象】どなたでも

博物館課博物館係
37－1000

9 火

09:00～11:00 ■ブックスタート
【場所】保健福祉センター
【内容】職員が７ヶ月健康相談会場において、読み聞かせの大切
さなどを話しながら、絵本とおすすめ絵本のパンフレット等を渡す
【対象】令和元年11月後半生まれの赤ちゃんとその保護者

島田図書館
36-7226

8 月

■議会運営委員会
【場所】第１委員会室
【内容】正・副委員長の互選
※常任委員会終了後に開催

議会事務局
0547-36-7205

09:30～ ■経済建設常任委員会
【場所】第１委員会室
【内容】正・副委員長の互選

議会事務局
0547-36-7205

14:30～15:00 ■おはなし会
【場所】島田図書館
【内容】絵本の読み聞かせや紙芝居
【対象】来館した児童とその保護者
【講師】島田図書館職員

島田図書館
36-7226

09:30～ ■厚生教育常任委員会
【場所】第３委員会室
【内容】正・副委員長の互選

議会事務局
0547-36-7205

09:30～ ■総務生活常任委員会
【場所】第２委員会室
【内容】正・副委員長の互選

議会事務局
0547-36-7205

09:00～11:00 ■ブックスタート
【場所】保健福祉センター
【内容】職員が７ヶ月健康相談会場において、読み聞かせの大切
さなどを話しながら、絵本とおすすめ絵本のパンフレット等を渡す
【対象】令和元年10月後半生まれの赤ちゃんとその保護者

島田図書館
36-7226

10 水

09:00～ ■議会運営委員会
【場所】第１委員会室
【内容】※資料要求があった場合開催

議会事務局
0547-36-7205



14 日

10:00～ ■わくわくアトリエ
【場所】博物館本館・整理工作室
【内容】つくって、体験して、学べる、たのしいワークショップです。
6月14日「つまみ細工の髪飾り」
三部制：10時～、13時15分～、14時30分～
定員：各回8名

【対象】5歳～小学生（未就学児は保護者同伴）
【定員】30人

島田市博物館
37-1000

13 土

10:30～11:00 ■おはなし会
【場所】金谷図書館
【内容】読み聞かせボランティア「さくらんぼ」によるおはなし会。絵
本の読み聞かせや手遊びなど。
【対象】来館者した子供とその保護者
【講師】読み聞かせボランティア　さくらんぼ

金谷図書館
46－3246

17 水

09:00～ ■厚生教育常任委員会
【場所】第３委員会室
【内容】付託議案の審査等

議会事務局
0547-36-7205

10:00～11:00 ■おはなし宅配便
【場所】認定こども園エルフのみらい
【内容】絵本・ビッグブック（大型絵本）の読み聞かせ、紙芝居、手
遊びを用いて幼児期から本に親しむきっかけをつくる
【対象】園児
【定員】90人
【講師】堀井真理絵（ペアレントサポーター）

島田図書館
36-7226

09:30～ ■本会議（代表質問）
【場所】市議会議場
【内容】代表質問

議会事務局
0547-36-7205

19:30～21:00 ■ニュースポーツ教室参加者募集
【場所】金谷体育センター
【内容】誰もが気軽にできる「ペタンク」や「ワンバンドふらば～るバ
レーボール」等を楽しみませんか。

【対象】市内在勤・在住の20歳以上の人
【定員】30人

スポーツ振興課
36-7219

14:30～15:00 ■おはなし会
【場所】島田図書館
【内容】絵本の読み聞かせや紙芝居
【対象】来館した児童とその保護者
【講師】山びこ親子読書会

島田図書館
36-7226

13:30～14:00 ■高齢者おはなし会
【場所】ふれあい健康プラザ
【内容】図書館課職員による読み聞かせ・クイズ本からの出題・本
の紹介

【対象】介護予防拠点施設来所者
【講師】川根図書館職員

川根図書館
53-2289

12 金

11 木

10:00～11:00 ■おはなし宅配便
【場所】市立第三保育園
【内容】絵本・ビッグブック（大型絵本）の読み聞かせ、紙芝居、手
遊びを用いて幼児期から本に親しむきっかけをつくる
【対象】園児
【定員】73人
【講師】鈴木美香（ペアレントサポーター）

島田図書館
36-7226

14:30～15:00 ■おはなし会
【場所】島田図書館
【内容】絵本の読み聞かせや紙芝居
【対象】来館した児童とその保護者
【講師】大津おはなしの会

島田図書館
36-7226

16 火

09:30～ ■本会議（議案質疑）
【場所】市議会議場
【内容】議案質疑

議会事務局
0547-36-7205

15 月



10:30～11:00 ■川根図書館おはなし会（たまごマザー）
【場所】川根図書館おはなしの部屋
【内容】絵本の読み聞かせや紙芝居

【対象】来館した児童とその保護者
【講師】たまごマザー（読み聞かせボランティア）

川根図書館
53-2289

10:00～11:00 ■おはなし宅配便
【場所】五和幼稚園
【内容】幼稚園や保育園へ出かけて、絵本の読み聞かせ・手遊び
などを行います。
①10：30～10：30　　１・２・３歳児
②10：30～11：00　　 ４・５歳児
【対象】①35人　②37人
【講師】図書館職員

金谷図書館
46－3246

20 土

13:30～14:00 ■版画家・青木鐡夫が語る「思い出の中の海野光弘」
【場所】海野光弘版画記念館
【内容】海野光弘と親交の深かった版画家青木鐡夫が、思い出を
振り返りながら、版画の楽しみ方などを語ります。
※混雑状況によっては入場を制限させていただく可能性がありま
す。
【備考】感染症拡大状況によって、内容等の変更、延期、中止の措
置をとる場合があります。
　　　　随時HP・facebookにてお知らせ予定です。
【対象】どなたでも
【定員】とくに無し
【講師】青木鐡夫（版画家）

島田市博物館
37‐1000

19 金

23 火

10:00～10:30 ■おはなし宅配便
【場所】初倉保育園
【内容】絵本・ビッグブック（大型絵本）の読み聞かせ、紙芝居、手
遊びを用いて幼児期から本に親しむきっかけをつくる
【対象】園児
【定員】82人
【講師】野中恵美子（県読書アドバイザー）

島田図書館
36-7226

13:30～ ■経済建設常任委員会
【場所】第３委員会室
【内容】付託議案の審査等

議会事務局
0547-36-7205

19:30～21:00 ■ニュースポーツ教室参加者募集
【場所】金谷体育センター
【内容】誰もが気軽にできる「ペタンク」や「ワンバンドふらば～るバ
レーボール」等を楽しみませんか。

【対象】市内在勤・在住の20歳以上の人
【定員】30人

スポーツ振興課
36-7219

18 木

09:00～ ■総務生活常任委員会
【場所】第３委員会室
【内容】付託議案の審査等

議会事務局
0547-36-7205

14:30～15:00 ■おはなし会
【場所】島田図書館
【内容】絵本の読み聞かせや紙芝居
【対象】来館した児童とその保護者
【講師】あすなろ

島田図書館
36-7226

22 月

21 日

13:30～15:00 ■令和2年度博物館講座「資料と作品からみる島田」Part1 資料編
古文書読んでみよう！さわってみよう！
【場所】博物館本館整理工作室
【内容】当館の常設展示のテーマでもある「島田宿」・「川越し」に関
して島田市所蔵資料等を基に解説し実際に触れてもらうことで、歴
史や資料を身近に感じてもらうとともに、受講者に当館の魅力をよ
り深く知ってもらう講座です。年度の前半で行う「Part1 資料編　古
文書読んでみよう！さわってみよう！」では、古文書の読解や古文
書に実際に触れるワークショップを設けています。

第1回　4月19日（日）古文書ってなあに？
第2回　5月17日（日）古文書にさわろう！～襖の解体作業体験～
第3回　6月21日（日）島田宿の町と人
第4回　7月19日（日）川越制度と川越人足
第5回　8月16日（日）大井川と災害
第6回　9月21日（日）古文書の調査をしてみよう！

申込方法等詳細は当館ホームページをご覧ください。
https://www.city.shimada.shizuoka.jp/shimahaku/
【対象】どなたでも
【定員】20名（先着順）
【講師】増田亜矢乃（島田市博物館学芸員）

博物館課
島田市博物館（0547-
37-1000）



24 水

10:30～11:00 ■おはなし宅配便
【場所】伊久身幼稚園
【内容】絵本・ビッグブック（大型絵本）の読み聞かせ、紙芝居、手
遊びを用いて幼児期から本に親しむきっかけをつくる
【対象】園児
【定員】15人
【講師】高橋典子（県読書アドバイザー）

島田図書館
36-7226

10:30～11:00 ■おはなし会
【場所】島田図書館
【内容】英語絵本の読み聞かせや手遊び
【対象】来館した児童とその保護者
【講師】英語であそぼドキターＫＩＤＳ

島田図書館
36-7226

28 日

13:30～15:30 ■おもちゃ病院しまだ
【場所】博物館本館・整理工作室
【内容】地元ボランティアがこわれたおもちゃを無料で修理します。
※修理できないおもちゃもあります。詳細はホームページをご覧く
ださい。

島田市博物館
0547-37-1000

27 土

10:30～11:00 ■川根図書館おはなし会（職員）
【場所】川根図書館おはなしの部屋
【内容】絵本の読み聞かせ

【対象】来館した児童とその保護者
【講師】川根図書館職員

川根図書館
53-2289

10:40～11:00 ■おはなしギフト
【場所】ひよこ（五和子育て支援センター）
【内容】子育て支援センターなどで、おはなし会を開きます。
赤ちゃん絵本の読み聞かせ、わらべうた、手遊びの実施します。。

【対象】未就園児と親
【定員】約15組
【講師】ペアレントサポーター

金谷図書館
46－3246

議会事務局
0547-36-7205

30 火

19:30～21:00 ■ワンバウンドふらば～るバレーボール教室参加者募集
【場所】初倉中学校
【内容】おにぎりの形をした柔らかいボールを使い、ワンバウンドし
てからボールを打つバレーボール。
初めての方でも楽しめます。

【対象】市内在住・在勤の18歳以上の人
【定員】30人

スポーツ振興課
36-7219

29 月

09:30～ ■本会議（最終日）
【場所】市議会議場
【内容】付託議案審査報告、議案採決等

26 金

09:30～ ■議会運営委員会
【場所】第１委員会室
【内容】本会議（最終日）の運営について

議会事務局
0547-36-7205

25 木

14:30～15:00 ■おはなし会
【場所】島田図書館
【内容】絵本の読み聞かせや紙芝居
【対象】来館した児童とその保護者
【講師】山びこ親子読書会

島田図書館
36-7226

19:30～21:00 ■ニュースポーツ教室参加者募集
【場所】金谷体育センター
【内容】誰もが気軽にできる「ペタンク」や「ワンバンドふらば～るバ
レーボール」等を楽しみませんか。

【対象】市内在勤・在住の20歳以上の人
【定員】30人

スポーツ振興課
36-7219

10:30～11:00 ■おはなし会
【場所】金谷図書館
【内容】金谷図書館職員によるおはなし会。絵本の読み聞かせや
手遊びなど。
【対象】来館者した子供とその保護者
【講師】金谷図書館職員

金谷図書館
46－3246


