7月定例記者懇談会広報素材（予定）
【7月分】
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」
金谷図書館展示コーナー「島田の四季」
7月は社会を明るくする運動強調月間です。
ほんのむしカード
第82回企画展 島田発、南アルプス山頂への道ー南アルプスと
大井川ー
夏祭り週間
金谷図書館展示コーナー『しまだ市民遺産展「島田の民族行
事」』
日

1

2

曜

6月13日(土)～9月22日(火) 島田市博物館 37‐1000
6月25日(木)～7月14日(火) 金谷図書館 46-3246
7月1日(水)～7月31日(金) 福祉課 ３６－７１５８
7月1日(水)～8月30日(日) 金谷図書館 46-3246
7月4日(土)～9月6日(日) 島田市博物館 37-1000
7月13日(月)～7月17日(金) 第三保育園 ３７－２７３４
7月16日(木)～8月4日(火) 金谷図書館 46-3246

時間

行事

09:30～10:30

■開園記念日
【場所】各年齢保育室
【内容】ゆたか保育園創立16周年を子どもたちとお祝いします
【対象】在園児

ゆたか保育園
35-1176

10:00～10:30

■プール開き
【場所】園内
【内容】お清め、ペープサート
【対象】全園児
【定員】園児のみ

保育所きぼう島田初倉
園
３８－７５０１

10:00～10:30

■英語で遊ぼう
【場所】園内
【内容】簡単な英語を言ったり、歌ったりする
【対象】１、２歳対象

保育所きぼう島田初倉
園
３８－７５０１

11:15～11:45

戦略推進課
■島田市と明治安田生命相互会社との包括連携協定締結式
0547-36-7406
【場所】島田市役所 3階 市長応接室
【内容】島田市と明治安田生命相互会社は、相互の連携を強化す
ることにより地方創生の実現を図るため包括連携協定を締結しま
す。

水

当日は、協定締結式の中で明治安田生命相互会社から島田市に
「私の地元応援募金」寄附金の目録贈呈を予定しています。

木

13:00～14:00

19:30～21:00

「私の地元応援募金」とは････明治安田生命保険相互会社が４月
から展開している「地元の元気プロジェクト」の一環として、全国の
支社・営業所等が選定した約１０００の自治体や非営利団体等に
対し、明治安田生命グループの全従業員が、出身地等のゆかり
のある地元の団体等に募金し、会社からの寄付を上乗せして支援
するもの
■熱中症予防講座を開催します
健康づくり課
【場所】市役所会議棟
３４－３２８５
【内容】交通安全指導員約３０名を対象に、熱中症予防講座を開
催します。
講師：島田市民病院 救急科部長 松岡 良太医師
内容：熱中症について
「熱中症にならないためには？対処法は？」
時間：13:30～14：15
■ニュースポーツ教室参加者募集
スポーツ振興課
36-7219
【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

3

金

連絡先

4

5

6
7

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

13:30～14:30

博物館課
■ちょっと昔のおもしろ体験
【場所】博物館 分館
0547-34-3216
【内容】昔の道具について解説を聞き、実際に手に取り動かしてみ
るという体験です。
【対象】年齢不問
【定員】20人
【講師】当館学芸員

13:30～14:00

金谷図書館
■おはなし会
【場所】金谷図書館
46－3246
【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
【定員】８組まで
【講師】読み聞かせボランティア オオサキさん

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

■七夕まつり
【場所】第一保育園
【内容】園まつりを楽しむ。
【対象】全園児

第一保育園
３７－２９７７

土

日

島田図書館
36-7226

月
火
09:00～11:00

■ブックスタート
島田図書館
36-7226
【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12月前半生まれの赤ちゃんとその保護者

09:45～10:30

■七夕会
【場所】各保育室
【内容】パネルシアターを見て七夕の由来を知ったり歌を歌って楽
しみます
【対象】全園児
【定員】65
■七夕
【内容】幼児組が七夕の話を聞いて、日本の伝統に親しみます。
【対象】幼児組園児

こばと保育園
３５－５１７７

10:00～10:30

■七夕の集い
【場所】園内
【内容】七夕のお話、お楽しみ
【定員】園児のみ

保育所きぼう島田初倉
園
３８－７５０１

13:30～14:00

■高齢者おはなし会
川根図書館
【場所】ふれあい健康プラザ
53-2289
【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

10:00～10:30

【対象】介護予防拠点施設来所者
【講師】川根図書館職員

第三保育園
３７－２７３４

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
スポーツ振興課
【場所】初倉中学校
36-7219
【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

8

10:00～10:30

■英語で遊ぼう
【場所】園内
【内容】簡単な英語を言ったり、歌ったりする
【対象】１、２歳対象

16:30～17:00

■初倉放課後子ども教室
社会教育課
０５４７－３６－７９６３
【場所】岡田公会堂（島田市船木字西宮3232－1）
【内容】今年度も、初倉小、初倉南小、湯日小の小学生を対象に、 （社会教育課）
岡田公会堂で「初倉放課後子ども教室」フレンズクラブを開催しま
す。
開級式、陶芸教室、グラウンドゴルフ、和菓子作り、ドッヂボール
などの楽しい活動を展開します。（全22回開催予定）
開級式
日時：７月８日（水）16:30～17:00
場所：岡田公会堂（島田市船木字西宮3232－1）
【対象】初倉小、初倉南小、湯日小の小学生
【定員】２０名

19:00～20:30

■2020年度 韓国語講座（初級１）
【場所】六合公民館ロクティ 第１集会室・第2集会室・工作室
【内容】ゼロから韓国語を勉強したい方が対象の韓国語講座で
す。
主催：島田市国際交流協会（東豆川市友好委員会）

水

19:30～21:00

9

木

保育所きぼう島田初倉
園
３８－７５０１

島田市国際交流協会事
務局
36-7390

※新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、状況により事業内容
を変更・中止する場合があります。
【定員】20人
【講師】丁有宣（チョウ・ユソン）先生（韓国ソウル市出身）
スポーツ振興課
■ニュースポーツ教室参加者募集
【場所】金谷体育センター
36-7219
【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

07:15～07:50

10

金

11:10～11:30

10:30～11:00

11

土

生活安心課 交通防犯
■【夏の交通安全県民運動】早朝街頭広報
【場所】市内主要交差点５箇所、地域単位76箇所
係
【内容】夏の交通安全県民運動期間の開始を広報するとともに街 0547-36-7144
頭における交通指導を行い、期間中行われる各種活動の取り組
み意識を高めるため、島田市交通安全対策協議会主催事業の一
環として開催します。
※雨天中止･･･原則として前日（７月９日）16時頃に判断します。
メイン会場･･･島田消防署初倉出張所東交差点
サブ会場・・・若松町交差点
■おはなしギフト
島田図書館
【場所】六合公民館（ロクティ赤ちゃん部）
36－7226
【内容】子育て支援センター等に図書館員等が出向き、未就園児
を持つ保護者に読み聞かせの大切さを伝える。
講師：野中恵美子氏（県読書アドバイザー）
■おはなし会
金谷図書館
【場所】金谷図書館
46－3246
【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
【定員】８組まで
【講師】読み聞かせボランティア さくらんぼ

13:15～16:30

社会教育課
■青少年育成教室「しまだガンバ！」開級式
社会教育課青少年係
【場所】プラザおおるり
【内容】「海がめの放流 」「パラグライダーでふわっと体験」など、自 （0547-36-7963)
然とふれあう機会が少なくなった小学生に自然体験や共同体験の
場を提供し、創造力・連帯感・責任感のある児童の育成を目的とし
た青少年育成教室「しまだガンバ！」の開級式・第１回活動（仲間
づくりレクレーション）を行います。市内の小学校４・５・６年生の参
加者希望者（定員２４人）が、しまだガンバ！指導員、はばたけ
リーダー！2020参加者の指導のもと、全４回の体験活動に臨みま
す。
【対象】参加者(応募者)
【定員】２４人
【講師】しまだガンバ！指導員

12

13

14

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

13:15～

■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。
7月12日 ハーバリウムボールペン

島田市博物館
37-1000

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】大津お話の会

島田図書館
36-7226

10:00～11:00

■花火教室
【場所】園庭
【内容】消防士から花火の扱い方について話を聞き、体験する
【対象】幼児クラス
【定員】88
【講師】消防士

島田聖母保育園
３７－５４３０

09:00～11:00

島田図書館
■ブックスタート
【場所】保健福祉センター
36-7226
【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12月後半生まれの赤ちゃんとその保護者

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
スポーツ振興課
36-7219
【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。

日

月

火

【対象】市内在住・在勤の18歳以上の人
【定員】30人

15

10:00～10:30

■英語で遊ぼう
【場所】園内
【内容】簡単な英語を言ったり、歌ったりする
【対象】１、２歳対象

保育所きぼう島田初倉
園
３８－７５０１

10:00～11:00

■避難訓練・花火教室
【場所】第三保育園 保育室・園庭
【内容】園での避難訓練に消防署の方が来て、訓練を見てくれま
す。その後、年長児対象に花火教室を行います。
【対象】園児（花火教室は年長児）

第三保育園
３７－２７３４

水

15:20～16:20

07:50～08:30

16

木

19:30～21:00

■しまだはつくら寺子屋
【場所】初倉公民館第１・２集会室、初倉南小図書室、湯日小理科
室
【内容】しずおか寺子屋創出事業「しまだはつくら寺子屋」の開講
式を7月15日（水）15：20～16：20（初倉公民館第１・２集会室）、7
月29日（水）14：50 ～15：50（初倉南小図書室）、15：00～16：00
（湯日小理科室）の日程で行います。今年度の対象校は３校とし、
学習の習慣づけや定着を目的に、小学３年生の算数を中心とした
学習を行い、水曜日の放課後１時間程度実施していきます。支援
については、西田コーディネーターを中心に、学習支援員（教員Ｏ
Ｂ）、大学生、高校生、中学生、地域の方が支援にあたっていきま
す。
【対象】初倉小、初倉南小、湯日小３年生
■自転車マナー向上啓発
【場所】島田樟誠高等学校周辺
【内容】夏の交通安全県民運動の啓発活動の一環として、県下で
多発している自転車と歩行者による事故防止を目的に、今回は島
田樟誠高校周辺で街頭指導を行います。
高校生を中心に、自転車利用者一人ひとりの交通安全意識の高
揚・正しい交通ルールとマナーの徹底を図っていきます。
※雨天中止（前日16時までに判断します。）
（啓発内容）
・「自転車安全利用五則」を中心とした交通ルールの徹底
・並列走行、右側通行、斜め横断、信号無視等に対する交通指導
（啓発方法）
・のぼり旗の掲出
・島田樟誠高校各クラスへのパンフレット配架
主催：島田市交通安全対策協議会
参加協力団体：島田樟誠高等学校、島田警察署、静岡県交通安
全協会島田地区支部、島田市交通指導員会、島田市

社会教育課 青少年係
０５４７－３６－７９６３

生活安心課
0547-36-7144

■ニュースポーツ教室参加者募集
スポーツ振興課
36-7219
【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

17

18

19

金
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

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 博物館課
編 古文書読んでみよう！さわってみよう！
島田市博物館（0547【場所】博物館本館整理工作室
37-1000）
【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。

土

日

第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回

4月19日（日）古文書ってなあに？
5月17日（日）古文書にさわろう！～襖の解体作業体験～
6月21日（日）島田宿の町と人
7月19日（日）川越制度と川越人足
8月16日（日）大井川と災害
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）

島田図書館
36-7226

20

月
09:00～12:00

■幸せ未来のここカラダ講座を開催します
【場所】保健福祉センターはなみずき
【内容】※３回１コースです

健康づくり課健康支援
係
０５４７－３４－３２８１

１回目：体組成・骨密度・血糖・握力・身長・肌年齢測定・ストレス
チェック
保健師・栄養士・歯科衛生士による健康相談
21

２回目 ８月２１日(金）：栄養講座・ヘルシー料理教室（調理実習）
託児つき

火

３回目 ８月２８日（金）：楽しく簡単にできる運動教室 （実際に体
を動かします）
【対象】健診を受ける機会がない２０～４５歳の女性
【定員】２０人
【講師】健康づくり課保健師・栄養士・歯科衛生士

22

水

23
24

木
金

25

10:00～11:00

■交通安全教室
【場所】２階保育室
【内容】交通指導員さんより、お話を聞いたり、道路の歩き方を教
えていただいたりして交通ルールを学びます
【対象】２・３・４・５歳児
【定員】49

こばと保育園
３５－５１７７

10:15～15:15

■中部地区社会教育連絡協議会 志太地区研修会
【場所】市立初倉公民館 第１～３集会室
【内容】志太地区３市（焼津市、藤枝市、島田市）の社会教育委員
が連携し、社会教育関係の諸問題や課題について研究協議を行
い、社会教育の推進を図るための研修会です。今回は、複数の部
屋をリモートで繋ぎ、新たな研修のあり方を体験することで、新型
コロナウィルス感染症と共存する時代の「社会教育のあり方」につ
いて検証します。
【対象】焼津市・藤枝市・島田市の社会教育委員
【講師】フジドリームエアラインズ顧問 蓬莱正樹 氏

社会教育課
電話：0547-36-7962（内
線：71-8310）、FAX：
0547-37-2500

10:00～10:30

■英語で遊ぼう
【場所】園内
【内容】簡単な英語を言ったり、歌ったりする
【対象】１、２歳対象

保育所きぼう島田初倉
園
３８－７５０１

10:30～11:00

金谷図書館
■おはなし会
【場所】金谷図書館
46－3246
【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
【定員】８組まで
【講師】金谷図書館職員

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

土

川根図書館
53-2289

【対象】来館した児童とその保護者
【講師】川根図書館職員
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

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

26

27

28

29

30
31

10:00～10:20

■島田空襲被爆者慰霊のつどい
【場所】扇町公園
【内容】関係者のみで規模を縮小して開催
（一般席なし）

13:30～15:30

■おもちゃ病院しまだ
島田市博物館
【場所】博物館本館・整理工作室
0547-37-1000
【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。

09:30～10:40

■誕生会
ゆたか保育園
35-1176
【場所】各年齢保育室
【内容】7月生まれの誕生児をクラスごとみんなでお祝いします。コ
ロナウイルス予防で活動の方法を年齢に合わせた企画は子ども
たちにとって、より身近に感じられているようです。
【対象】在園児

09:45～10:30

■誕生会
【場所】各保育室
【内容】７月生まれの誕生児をお祝いします。誕生児によるインタ
ビューをしたりお楽しみを楽しみます。
【対象】全園児
【定員】65

こばと保育園
３５－５１７７

10:00～10:30

■英語で遊ぼう
【場所】園内
【内容】簡単な英語を言ったり、歌ったりする
【対象】１、２歳対象

保育所きぼう島田初倉
園
３８－７５０１

16:30～17:00

■夏の「交通安全宣言書」提出式
生活安心課 交通防犯
【場所】島田市役所 会議棟 大会議室
係
【内容】児童が日頃の交通安全を誓うことで、小学生の交通事故 0547-36-7144
防止と市民全体の交通安全意識の高揚を図ることを目的に、夏の
「交通安全宣言書」提出式を実施します。
市内の全小学校から「交通安全宣言書」を提出いただき、当日は
代表３校の児童が、市長・島田警察署長・交通安全協会支部長宛
てに提出をします。

08:30～20:30

■ワクワクデー
【内容】年長児として様々な経験や夏の季節に合った活動をする
【対象】年長児
【定員】30

島田聖母保育園
３７－５４３０

09:00～17:00

■自然体験保育
【場所】伊久美山の家
【内容】山の家で川遊びをしたり、探索を楽しみます。
【対象】年長児
【定員】14

こばと保育園
３５－５１７７

日

市民協働課地域づくり
担当
36-7197

月

火

水

木
金

