
金谷図書館
46－3246

8月定例記者懇談会広報素材（予定）

日 曜 時間 行事 連絡先

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

09:30～15:45 ■看護専門学校　オープンキャンパス2020
【場所】島田市立看護専門学校
【内容】とき
第１回　8月1日（土）9時30分～11時45分（受付9時～）
第２回　8月1日（土）13時30分～15時45分（受付13時～）

内容
学校説明、体験学習、個別相談
（どの回とも内容は同じ）
【対象】高校３年生と今年度受験を希望している社会人（県外者は
除く）
【定員】各回50名まで

【8月分】

教務課
0547-37-0987

2 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
【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

6月13日(土)～9月22日(火) 島田市博物館 37‐1000
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16日(木)～8月4日(火) 金谷図書館 46-3246
8月3日(月)～8月8日(土) 島田市国際交流協会事務局 36-
7390
8月3日(月)～8月8日(土) 島田市国際交流協会（文化資源活用
課内） 0547-36-7390
8月6日(木)～8月25日(火) 金谷図書館 46-3246
8月15日(土)～8月16日(日) 市民協働課 36-7197
8月27日(木)～9月15日(火) 金谷図書館 46-3246

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」
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
金谷図書館展示コーナー『しまだ市民遺産展「島田の民俗行
事」』
モンゴル学生派遣事業参加者募集
島田市友好訪問団モンゴル派遣事業参加者募集
金谷図書館展示コーナー「絵手紙・布絵展」
島田市平和祈念事業展示
金谷図書館展示コーナー「アポロン　たなごころ展」

第一保育園
３７－２９７７

土1

■開園記念日
【場所】第一保育園
【内容】保育園の開園をお祝いする。
玄関に開園記念を掲示し、保護者にも知らせる。
【対象】全園児

09:00～ ■総合防災訓練に参加しましょう
【内容】令和２年度における総合防災訓練について周知する

危機管理課

09:00～11:00 ■第7回島田市女性議会
【場所】プラザおおるり　大会議室
【内容】男女共同参画啓発事業として、模擬議会を開催します。
島田市では、明治9年の浜松県公選民会の代議人選挙で、市内
横岡の女性が初めて投票権を行使したことに由来して、7月30日
を「島田市男女共同参画の日」に制定しています。
女性議会はこの日の周知を周知と女性の市政に対する関心を喚
起することを目的に開催している模擬議会です。当日は通常の市
議会にならって、公募で集まった女性参加者が、議場で市政に対
する意見や提案を発言。女性参加者からの質問や提案に対して、
市長や幹部職員が答えます。
今年度から、より「参加しやすく」「見たくなる」女性議会を目指し
て、日程と会場の変更、グループ参加導入などのリニューアルを
行いました。議場とはまた違った形で、島田市を想う女性たちが市
政に向けて声を伝えます。

市民協働課
３６－７１２１



9 日

13:15～15:30 ■わくわくアトリエ「スイーツデコのかわいいピンチ」
【場所】島田市博物館本館整理工作室
【内容】木製のピンチをかわいくデコレーションします。磁石つき
で、冷蔵庫に目もをはる時に便利です。
【定員】各回先着15名

島田市博物館
0547‐37‐1000

10:00～10:30 ■英語で遊ぼう会
【場所】保育室
【内容】英語の歌をうたったり、カードあそびを楽しむ

保育所きぼう島田初倉
園
３８－７５０１

6 木

09:30～ ■議会運営委員会
【場所】第１委員会室
【内容】令和２年８月臨時会の開催について

議会事務局議事調査担
当
0547-36-7205

5 水

■予算・決算特別委員会全体会
【場所】第１委員会室
【内容】重要案件の選定
※予算・決算特別委員会分科会終了後に開催

議会事務局議事調査担
当
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

8 土

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

7 金

09:30～ ■本会議（８月臨時会）
【場所】市議会議場
【内容】補正予算の審議　など

議会事務局議事調査担
当
0547-36-7205

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

4 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】７ヶ月健康相談対象の赤ちゃんとその保護者

島田図書館
36-7226

3 月

■予算・決算特別委員会分科会（経済建設・総務生活・厚生教
育）
【場所】経済建設：第１委員会室、総務生活：第２委員会室、厚生
教育：第３委員会室
【内容】重要案件の選定
※閉会中の常任委員会終了後から開催

議会事務局議事調査担
当
0547-36-7205

13:30～ ■全員協議会
【場所】市議会議場
【内容】市政に関する重要な事項について、本会議に先立ち当局
から説明を受け協議

議会事務局議事調査担
当
0547-36-7205

09:30～ ■閉会中の常任委員会（経済建設・総務生活・厚生教育）
【場所】経済建設：第１委員会室、総務生活：第２委員会室、厚生
教育：第３委員会室
【内容】所管課からの報告事項　など

議会事務局議事調査担
当
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

16 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）

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

15 土

10:15～11:30 ■島田市平和祈念式典
【場所】プラザおおるり　ホール
【内容】黙とう、献花、平和都市宣言朗読、平和のつばさ制作発表
（島田商業高等学校情報ビジネス科）など

企画・運営／島田市平和祈念事業実行委員会
主催／島田市

市民協働課
36-7197

14 金

09:00～15:00 ■金谷図書館職場体験学習（３日目）
【場所】金谷図書館
【内容】島田市立金谷中学校２年生による、図書館での職場体験
学習が行われます。
【定員】2名

金谷図書館
46－3246

13 木

09:00～15:00 ■金谷図書館職場体験学習（２日目）
【場所】金谷図書館
【内容】島田市立金谷中学校２年生による、図書館での職場体験
学習が行われます。
【定員】2名

金谷図書館
46－3246

12 水

09:00～15:00 ■金谷図書館職場体験学習（1日目）
【場所】金谷図書館
【内容】島田市立金谷中学校２年生による、図書館での職場体験
学習が行われます。
【定員】2名

金谷図書館
46－3246

11 火

10:00～10:30 ■英語で遊ぼう会
【場所】保育室
【内容】英語の歌をうたったり、カードあそびを楽しむ

保育所きぼう島田初倉
園
３８－７５０１

10 月



10:00～15:00 ■夏休み小学生一日体験図書館員
【場所】島田図書館
【内容】小学生が図書館業務全般を体験することで図書館への理
解を深め、更なる利用を促す。
【対象】市内小学生
【定員】1日2名
【講師】島田図書館職員

島田図書館
36-7226

10:00～15:00 ■夏休み小学生一日体験図書館員
【場所】金谷図書館
【内容】図書館の本が貸出しされるまでにどんな仕事があるか見
学し、窓口での仕事など、図書館員の仕事を一日体験する。
金谷図書館では８月19日（水）と20日（木）に実施する。
【対象】市内の小学生４～６年生
【定員】各日２名

金谷図書館
46－3246

10:00～15:00 ■夏休み小学生一日体験図書館員
【場所】川根図書館
【内容】図書館の本が貸出しされるまでにどんな仕事があるか見
学し、窓口での仕事など、図書館員の仕事を体験する。
【対象】小学4～6年生
【定員】2人

川根図書館
53-2289

19 水

09:30～11:30 ■川根中学生ボランティア
【場所】川根図書館
【内容】川根中学生による書架整理などのボランティア
【対象】川根中学生

川根図書館
53-2289

10:00～10:30 ■英語で遊ぼう会
【場所】保育室
【内容】英語の歌をうたったり、カードあそびを楽しむ

保育所きぼう島田初倉
園
３８－７５０１

10:00～15:00 ■夏休み小学生一日体験図書館員
【場所】島田図書館
【内容】小学生が図書館業務全般を体験することで図書館への理
解を深め、更なる利用を促す。
【対象】市内小学生
【定員】1日2名
【講師】島田図書館職員

島田図書館
36-7226

18 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】７ヶ月健康相談対象の赤ちゃんとその保護者

島田図書館
36-7226

17 月

09:30～10:30 ■看護専門学校　学校説明会
【場所】島田市立看護専門学校
【内容】とき
8月17日（月）9時30分～10時30分（受付9時～）

内容
学校説明、個別相談

【対象】オープンキャンパスに参加できなかった今年度受験生
【定員】40名まで

教務課
0547-37-0987

09:30～ ■議会運営委員会
【場所】第１委員会室
【内容】9月定例会の会期幅について　など

議会事務局議事調査担
当
0547-36-7205



島田市博物館
0547－37－1000

13:30～15:00

10:00～10:30 ■お店やさんごっこ
【場所】保育室

保育所きぼう島田初倉
園
３８－７５０１

21 金

10:00～15:00 ■夏休み小学生一日体験図書館員
【場所】島田図書館
【内容】小学生が図書館業務全般を体験することで図書館への理
解を深め、更なる利用を促す。
【対象】市内小学生
【定員】1日2名
【講師】島田図書館職員

島田図書館
36-7226

10:00～15:00 ■夏休み小学生一日体験図書館員
【場所】島田図書館
【内容】小学生が図書館業務全般を体験することで図書館への理
解を深め、更なる利用を促す。
【対象】市内小学生
【定員】1日2名
【講師】島田図書館職員

島田図書館
36-7226

20 木

10:00～15:00 ■夏休み小学生一日体験図書館員
【場所】金谷図書館
【内容】図書館の本が貸出しされるまでにどんな仕事があるか見
学し、窓口での仕事など、図書館員の仕事を一日体験する。
金谷図書館では８月19日（水）と20日（木）に実施する。
【対象】市内の小学生４～６年生
【定員】各日２名

金谷図書館
46－3246

■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】島田図書館職員

島田図書館
36-7226

■南アルプスの申し子から学ぶ「山の楽しさと厳しさ」
【場所】プラザおおるり3階大会議室
【内容】【講　　師】望月将吾(もちづき・しょうご)
1977年、静岡県出身。静岡市消防局 山岳救助隊、トランスジャパ
ンアルプスレース4連覇・無補給完走。

【申込方法】往復はがきまたはEメールでお申し込みください。
※1通につき2名まで申し込み可。
※要予約　7月22日(水)より受付開始
＜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
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「登山講演会参
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、電話にてお問い合わせください。
【定員】70名（先着順）
【講師】望月将悟

22 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

10:30～11:00



10:00～10:30 ■英語で遊ぼう会
【場所】保育室
【内容】英語の歌をうたったり、カードあそびを楽しむ

保育所きぼう島田初倉
園
３８－７５０１

10:00～10:30 ■おはなし宅配便
【場所】市立第一保育園
【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】77人
【講師】山びこ親子読書会

島田図書館
36-7226

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

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
【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

金谷図書館
46－3246

23 日

09:00～20:00 ■県民の日協賛「無料開放日＆ナイトミュージアム」
【場所】博物館本館・分館・川越街道
【内容】恒例の県民の日協賛「無料開放日＆ナイトミュージアム」
当日は入館料を終日無料とし、夜８時まで開放します。

島田市博物館
0547-37-1000

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】山びこ親子読書会

島田図書館
36-7226

24 月

09:30～ ■議会運営委員会
【場所】第１委員会室
【内容】9月定例会の議案の取り扱いについて　ほか

議会事務局議事調査担
当
0547-36-7205

25 火

09:45～10:30 ■誕生会
【場所】1階保育室
【内容】乳児と幼児に分かれて、８月生まれの誕生児をお祝いしま
す。歌をうたったり、職員によるお楽しみを楽しみます。
【対象】全園児
【定員】６５名

こばと保育園
35-5177



10:00～10:30 ■プール納め
【場所】保育室

保育所きぼう島田初倉
園
３８－７５０１

09:45～11:00 ■プール納め
【場所】3階プール
【内容】乳児と幼児に分かれて、プール遊びを楽しみながら、出来
るようになったことや頑張ったことを披露します。
【対象】全園児
【定員】６５名

こばと保育園
35-5177

09:30～ ■本会議（初日）
【場所】市議会議場
【内容】9月定例会の日程の決定、一般議案等の上程　など

議会事務局議事調査担
当
0547-36-7205

09:00～ ■議会運営委員会
【場所】第１委員会室
【内容】一般質問の割り振りについて　ほか

議会事務局議事調査担
当
0547-36-7205

31 月

■プール納め
【場所】第一保育園
【内容】プール納めを行う。
【対象】３，４，５歳児

第一保育園
３７－２９７７

29 土

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

26 水

島田図書館
36-7226

30 日

28 金

10:00～15:00 ■夕涼み会
【場所】1，2階保育室　大津通公園
【内容】乳児と幼児に分かれて、盆踊りを踊ったり、模擬店やおた
のしみシアター等、夏祭りの雰囲気を楽しみます。
【対象】全園児
【定員】６５名

こばと保育園
35-5177

27 木

10:00～11:30 ■認知症サポーター養成講座及び認知症サポーターステップアッ
プ研修の開催
【場所】保健福祉センター「はなみずき」３階研修室
【内容】○認知症サポーター養成講座
認知症のある人への正しい接し方や症状について理解を深め、
認知症のある人やその家族を温かく見守る認知症サポーターを
養成します。
住みなれた地域で安心して暮らし続けられる地域づくりを目指しま
す。
特別な活動をお願いするものではありませんが、地域の認知症の
ある人のためにより積極的に活動したい希望がある人について
は、以下の認知症サポーターステップアップ研修の受講をオスス
メします。

○認知症サポーターステップアップ研修
認知症サポーターの知識をより深めるため、専門医による講話や
活動紹介を通して、認知症に関する症状や接し方等の知識をより
詳しく学びます。
また、受講者のうち希望があれば、地域で認知症のある人を支え
るために活動している団体への参加につなげます。
【対象】市内在住・在勤の方
【定員】50人
【講師】キャラバン・メイト

包括ケア推進課
0547-34-3288


