
9月17日(木)～10月6日(火) 金谷図書館 46-3246
9月19日(土)～11月8日(日) 島田市博物館 37‐1000
9月26日(土)～11月22日(日) 博物館課（分館） 0547－34－3216
9月26日(土)～11月22日(日) 島田市博物館 0547-37-1000
10月1日(木)～12月20日(日) 観光課 0547-36-7399
10月1日(木)～10月31日(土) 川根図書館 53-2289
10月5日(月)～11月13日(金) 福祉課　生活福祉係 36-7158
10月6日(火)～10月11日(日) 島田図書館 36-7226
10月8日(木)～10月27日(火) 金谷図書館 46-3246
10月15日(木)～11月4日(水) 社会教育課　樋渡 0547－36－
7962
10月27日(火)～11月10日(火) 島田図書館 36-7226
10月29日(木)～11月17日(火) 金谷図書館 46-3246
10月29日(木)～11月23日(月) 金谷図書館 46-3246

金谷図書館展示コーナー「コスチュームジュエリー作品展」
第83回企画展「江戸時代の駿河ペディア⁉地誌の世界と島田
宿～島田宿桑原黙斎活動記録～
収蔵品展「海野光弘　石垣・分館コレクション一挙公開3rd」開
催のお知らせ
分館収蔵品展「海野光弘　石垣　分館コレクション一挙公開
3rd」開催中
「大井川あそぼうけん」を発行します！
川根図書館・川根小学校合同スタンプラリー
フードドライブ10月期強化月間
ぬいぐるみの図書館おとまり会　参加者募集
金谷図書館展示コーナー「たんぽぽ絵画造形展」
令和３年度「東海道金谷宿大学」教授募集
文学講座　受講者募集
金谷図書館展示コーナー「金谷中学校総合文化部　作品展」
金谷図書館　どんぐりカード

こばと保育園

木1

09:45～11:00 ■お月見会
【場所】二階保育室
【内容】お月見について知ったり、職員の劇を見て楽しみます。
【対象】全園児
【定員】67

3 土

■運動会
【場所】第一保育園
【内容】親子で運動遊びを楽しむ。
【対象】３～５歳児

第一保育園
３７－２９７７

09:00～11:00 ■運動会
【場所】第三保育園園庭
【内容】体を動かす楽しさを感じることを目標に、友達と運動会を楽しみま
す。
【対象】３・４・５歳児

第三保育園
０５４７－３７－２７３４

【10月分】

10月定例記者懇談会広報素材（予定）

日 曜 時間 行事 連絡先

10:30～11:30 ■親子体操教室
【場所】こども館多目的室
【内容】リズムに合わせて体操します。
【対象】体操教室会員（親子２歳児）
【講師】原木早江美先生

こども館
35-0063

2 金

10:00～15:00 ■「くらし・消費・環境展2020」を開催します。
【場所】おおるり1階ほか
【内容】「くらし・消費・環境展」は、市民の皆さんに、安全・安心、ちょっぴり
得する情報を身近な形で提供し、自ら考え、生活の中で実践していただく
ためのイベントです。この機会に日頃のくらしを見直し、我が家の消費生
活と地球環境についてかんがえてみませんか？
ところ／プラザおおるり展示ホール及び第一多目的室ほか
【展示・実験】生ごみ処理容器、小水力発電モデル、液状化実験装置、な
つかしい給食の食器、迷惑電話防止装置、マンホールの展示など
【体験】竹工作、紙資源の分別、凧揚げキットで絵付け体験、木工クラフト
【イベント】白バイと記念撮影！（任務の都合により登場時間は未定です）

環境課
36-7145

09:40～12:30 ■しまだガンバ！第３回「ふわっと体験」
【場所】島田市川根町身成地区（山関園製茶：身成3533番地の西側の大
井川河川敷）※風向きにより家山ふれあいポーツ広場に変更する場合が
あります。）
【内容】しまだガンバ！参加児童とはばたけリーダーが、パラグライダーに
乗ってふわっと空中に浮かび上がる体験をします。スカイテックフライング
アカデミーの指導のもと、参加児童25人とはばたけリーダー8人を２つの
グループに分け、４基のパラグライダーを使って１グループにつき概ね１
時間20分ずつ「ふわっと体験」を実施します。
【対象】しまだガンバ！児童25人、はばたけリーダー中高生８人

社会教育課　青少年
係
社会教育課　青少年
係　0547－36－7963
担当者（大橋裕）携帯
電話：090-7044－
0896



4 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

金谷図書館
46－3246

6 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

5 月

08:30～11:30 ■運動会
【場所】園庭
【内容】幼児組3クラスがクラス別に行い、保護者も入れ替え制で行いま
す。1家庭2人まで
【対象】3歳～5歳
【定員】67名プラス保護者

金谷中央保育園
0547－46－0611

8 木

■交通教室
【場所】第一保育園
【内容】交通安全を知る
【対象】３～５歳児

第一保育園
３７－２９７７

7 水

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

17:00～20:30 ■「第15回 蓬萊橋観月会」
【場所】 蓬莱橋897.4茶屋周辺

島田市文化協会事務
局
0547-36－5420

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

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

13:30～15:00 ■育児疲れをリフレッシュ！パパとママのための　絵本の広場　開催しま
す。
【場所】金谷公民館　集会室１　（島田市金谷代官町3400）
【内容】テーマを「お子さんとの思い出の絵本」「自分の子供のときの思い
出の絵本」とし、大人が読んで心を動かされたり、子育てについて考えさ
せられたり、癒されたりする絵本の紹介をしていきます。
また、金谷図書館　司書によるミニ講話やペアレントサポーターによる絵
本の読み聞かせ・絵本の紹介、絵本リストの配布などを行います。
【講師】金谷図書館　司書：横山佳世　　島田市ペアレントサポーター

社会教育課
0547-36-7963

10:30～11:00 ■おはなし宅配便
【場所】島田北幼稚園
【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
【定員】73人
【講師】図書館職員

島田図書館
36-7226

■令和２度生　推薦・社会人入学試験（１日目）
【場所】島田市立看護専門学校
【内容】入学試験１日目
・筆記試験

教務課
３７－０９８７



島田図書館
36-7226

10 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
【定員】８組まで
【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

9 金

10:30～11:00 ■おはなしでてこい
【場所】こども館多目的室
【内容】アンパンマンのエプロンシアター、大型絵本等を、音楽と歌で楽し
みます。
【対象】０歳～３歳の親子
【定員】20人
【講師】水野千賀子先生

こども館
35-0063

13:30～15:00 ■伊久身の郷土歴史講座　受講生募集
【場所】伊久身農村環境改善センター　多目的ホール
【内容】江戸時代の伊久身の人々が、戦国大名・お殿様・茶生産について
どのような出来事を重要と考え、後世へ誇るべき歴史として伝えようとして
いたのかを、当時の伊久身の人々が自らまとめた村の歴史書から読み解
きます。
【対象】市民
【定員】30人程度
【講師】NPO法人歴史資料継承機構　理事　岡村　龍男氏

伊久身農村環境改善
センター
39-0002

13:30～15:30 ■第３期おもてなし英会話講座
【場所】講座による
【内容】テーブルと椅子でおもてなし英語を学習するだけではなく、
外で実際に体験しながら、地域密着型の講座になります。
【対象】中級程度（実用英検２～準２級、ＴＯＥＩＣ　Ｂ～Ｃﾚﾍﾞﾙ）
【定員】20人
【講師】ＳＩＥＡ英語講師（米国人、日本人）

島田市国際交流協会
事務局
36-7390

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

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 火

■令和３度生　推薦・社会人入学試験（１日目）
【場所】島田市立看護専門学校
【内容】入学試験１日目
・筆記試験

教務課
３７－０９８７

12 月

11 日

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

10:00～11:30 ■市立第三小学校施設見学受入れ
【場所】島田図書館
【内容】小学生が図書館利用のしかたを学ぶ
【対象】市立第三小学校児童
【講師】島田図書館職員

島田図書館
36－7226

14 水

■令和３度生　推薦・社会人入学試験（２日目）
【場所】島田市立看護専門学校
【内容】グループ面接
個別面接

教務課
３７－０９８７



10:00～11:00 ■おはなし会
【場所】第三保育園
【内容】外部の方が来てくれ、いろいろなお話を聞かせてくれます。
【対象】３・４・５歳児

第三保育園
０５４７－３７－２７３４

■だれでもロビーコンサート
【場所】プラザおおるり　エントランスホール
【内容】プラザおおるりのエントランスホールにピアノを設置します。どなた
でもご自由に演奏できます。
開放日：10月16日(金)～10月18日(月)
　　　　11月6日(金)～11月8日(月)
　　　　11月13日(金)～11月15日(月)
時間：午前９時～午後16時(10月16日は午後13時～)
　　　各期間の土日の午前11時30分から(30分程度)市内で活躍するアー
ティストによるピアノを利用したロビーコンサートを実施します。

プラザおおるり まちづ
くり島田
0547-36-7222

15:00～16:30 ■あそびのひろば
【場所】こども館活動室
【内容】友達を作って、いろいろなボードゲームを楽しみましょう。
【対象】小学生以上

こども館
35-0063

16 金

■第63回島田市民文化祭
【場所】プラザおおるり
【内容】市民の皆さんの発表の場として、今年も市民文化祭を開催しま
す。今年は新型コロナウィルス感染防止策を講じての開催となります。ど
なたでもお気軽にご覧下さい。
【開会式】
10月16日(金)　9:30～　エントランスホール
【展示部門】
第１期　10月16日（金）～18日（日）
第２期　11月6日（金）～8日（日）
第３期　11月13日（金）～15日（日）
午前９時～午後５時（各期最終日は午後４時まで）
華道、写真、陶芸、絵画、書道、手編み、絵手紙など
【チャリティー募金】
10月16日(金)～11月22日(日)　展示・音楽部門の全会場にて
【音楽芸能部門】おおるりホール
11月1日(日)：邦楽とお囃子のつどい
11月14日(土)、15(日)：太鼓と音楽とダンスの祭典
11月22日(日)：島田吟詠剣詩舞のつどい
【表彰式及び講演会】
11月23日(月・祝)　大会議室
表彰式：14:30～

島田市民文化祭実行
委員会
0547-36－5420

15 木

10:30～11:30 ■幼児クラブ
【場所】こども館多目的室
【内容】親子で行事を楽しみます。
【対象】幼児クラブ会員（親子２歳児）

こども館
35-0063

10:00～10:30 ■0歳のママ集まれ！
【場所】ZOOｍがつかえる環境
【内容】0歳のあかちゃん親子を対象に、わらべ歌や手遊びなどあかちゃ
んとの遊び方を伝えながら親子で一緒に楽しんだり、3人程度の小グルー
プに分かれて、自己紹介や子育てフリートークを行います。
参加には、IDとパスワードが必要になります。
【対象】0歳児の子をもつ親子
【定員】なし

子育て応援課

10:00～11:30 ■りんご狩り
【場所】ひろみちゃんのりんご園　島田市牛尾312-1
【内容】りんご狩り
【対象】全園児

五和幼稚園
46-3344



■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

17 土

■第63回島田市民文化祭
【場所】プラザおおるり
【内容】市民の皆さんの発表の場として、今年も市民文化祭を開催しま
す。今年は新型コロナウィルス感染防止策を講じての開催となります。ど
なたでもお気軽にご覧下さい。
【開会式】
10月16日(金)　9:30～　エントランスホール
【展示部門】
第１期　10月16日（金）～18日（日）
第２期　11月6日（金）～8日（日）
第３期　11月13日（金）～15日（日）
午前９時～午後５時（各期最終日は午後４時まで）
華道、写真、陶芸、絵画、書道、手編み、絵手紙など
【チャリティー募金】
10月16日(金)～11月22日(日)　展示・音楽部門の全会場にて
【音楽芸能部門】おおるりホール
11月1日(日)：邦楽とお囃子のつどい
11月14日(土)、15(日)：太鼓と音楽とダンスの祭典
11月22日(日)：島田吟詠剣詩舞のつどい
【表彰式及び講演会】
11月23日(月・祝)　大会議室
表彰式：14:30～

島田市民文化祭実行
委員会
0547-36－5420

09:00～11:30 ■５園合同ウオークラリー
【場所】蓮華寺池公園
【内容】ウオークラリー
【対象】全園児

保育所きぼう
３８-７５０１

08:45～12:00 ■運動会
【場所】大津通公園
【内容】２～５歳児がクラス競技に参加し、幼児クラスは体操、かけっこ、リ
レー等、力いっぱい頑張ります。
【対象】２～５歳児と　その保護者
【定員】160

こばと保育園

10:30～11:30 ■ふれあいタイム
【場所】こども館多目的室
【内容】日頃の子育てのお話を、気軽にしてみませんか。先輩ママや保育
士に相談したり、仲間づくりやおしゃべりタイムを楽しみましょう。
【対象】０歳～３歳の親子

こども館
35-0063

島田図書館
36-7226

13:00～16:00 ■おおるりホール２台のピアノ開放
【場所】プラザおおるり　ホール
【内容】おおるりホールにあるベーゼンドルファー・インペリアル・セナトー
ルとKAWAI　EXの２台のピアノを一般開放します。

まちづくり島田
0547-36-7222

14:30～15:00



20 火

19 月

09:30～13:00 ■榛原ふるさとの森 環境教育プログラム
【場所】牧之原市内の森林
【内容】環境教育
【対象】年長
【定員】29人
※雨天時は、10/27に延期

五和幼稚園
46-3344

22 木

21 水

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

23 金

09:30～11:00 ■運動会ごっこ
【場所】大津通公園
【内容】全園児が、運動遊びを楽しみます。
【対象】全園児
【定員】67

こばと保育園

13:00～16:00 ■おおるりホール２台のピアノ開放
【場所】プラザおおるり　ホール
【内容】おおるりホールにあるベーゼンドルファー・インペリアル・セナトー
ルとKAWAI　EXの２台のピアノを一般開放します。
ステージに上がって自由に弾くことができます。ぜひこの機会に２台のピ
アノを弾き比べてみてください。
※混雑を避けるため、お一人様10分程度のご利用とさせていただきま
す。
日時：10月17日(土)、18日(日)13:00～16:00

まちづくり島田
0547-36-7222

■だれでもロビーコンサート
【場所】プラザおおるり　エントランスホール
【内容】プラザおおるりのエントランスホールにピアノを設置します。どなた
でもご自由に演奏できます。
開放日：10月16日(金)～10月18日(月)
　　　　11月6日(金)～11月8日(月)
　　　　11月13日(金)～11月15日(月)
時間：午前９時～午後16時(10月16日は午後13時～)
　　　各期間の土日の午前11時30分から(30分程度)市内で活躍するアー
ティストによるピアノを利用したロビーコンサートを実施します。

プラザおおるり まちづ
くり島田
0547-36-7222

18 日

■第63回島田市民文化祭
【場所】プラザおおるり
【内容】市民の皆さんの発表の場として、今年も市民文化祭を開催しま
す。今年は新型コロナウィルス感染防止策を講じての開催となります。ど
なたでもお気軽にご覧下さい。
【開会式】
10月16日(金)　9:30～　エントランスホール
【展示部門】
第１期　10月16日（金）～18日（日）
第２期　11月6日（金）～8日（日）
第３期　11月13日（金）～15日（日）
午前９時～午後５時（各期最終日は午後４時まで）
華道、写真、陶芸、絵画、書道、手編み、絵手紙など
【チャリティー募金】
10月16日(金)～11月22日(日)　展示・音楽部門の全会場にて
【音楽芸能部門】おおるりホール
11月1日(日)：邦楽とお囃子のつどい
11月14日(土)、15(日)：太鼓と音楽とダンスの祭典
11月22日(日)：島田吟詠剣詩舞のつどい
【表彰式及び講演会】
11月23日(月・祝)　大会議室
表彰式：14:30～

島田市民文化祭実行
委員会
0547-36－5420



24 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

■おはなしマラソン
【場所】おび・りあ４階　多目的室
【内容】読み聞かせグループと図書館職員による紙芝居や絵本の読み聞
かせ
【対象】市民
【講師】読み聞かせグループと図書館職員

島田図書館
36-7226

09:45～10:30 ■誕生会
【場所】二階保育室
【内容】乳児と幼児に分かれ、１０月生まれの誕生児をお祝いします。歌を
歌ったり、職員によるお楽しみを見て楽しみます。
【対象】全園児
【定員】67

こばと保育園

27 火

26 月

10:00～11:30 ■ウエルカム島田
【場所】ウエルシア薬局　島田大津通り店内　ウエルカフェスペース
【内容】島田に転入してきたけれど、島田のことがよくわからない方や島田
の子育て情報を知りたい方を対象に、個別に対応します。子育ての相談
も受付します。
【対象】島田に転入してきた方、子育て情報を知りたい方

子育て応援課

25 日

10:00～15:00

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
【定員】８組まで
【講師】金谷図書館職員

金谷図書館
46－3246

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】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

13:30～15:00 ■手作りワーク「ハロウィンおばけとおばけカボチャ」
【場所】こども館多目的室
【内容】ハロウィンディスプレイとして並べて飾ると、楽しいオブジェです。
【対象】小学生以上
【定員】１０人

こども館
35-0063

10:00～11:00 ■交通安全教室
【場所】二階保育室
【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】３、４、５歳児
【定員】38

こばと保育園

09:30～13:00 ■榛原ふるさとの森 環境教育プログラム
【場所】牧之原市内の森林
【内容】環境教育
【対象】年長
【定員】29人
※雨天時は、10/27に延期

五和幼稚園
46-3344



28 水

10:30～11:30 ■すくすくタイム「乳児の健康管理について」
【場所】こども館多目的室
【内容】子どもさんの健康についてお話をします。疑問に思っていることも
聞いてみてください。
【対象】0歳～３歳の親子
【定員】10組
【講師】山内いづみ先生（保健師）

こども館
35-0063

31 土

10:00～15:00 ■おはなしマラソン
【場所】金谷公民館　みんくる2階　集会室
【内容】読み聞かせボランティアグループや図書館職員で、紙芝居や絵本
の読み聞かせを行います。

【対象】市民
【講師】読み聞かせボランティアグループ・図書館職員

金谷図書館
46-3246

29 木

10:00～11:00 ■令和２年度島田市表彰式
【場所】プラザおおるり３階　大会議室
【内容】令和２年度島田市表彰式を開催します。
今年度の受賞者は16名です。
（産業功労４名、社会福祉功労１名、公共事業功労１名、保健衛生功労１
名、消防功労６名、交通安全功労１名、善行功労１名、市政推進功労１
名）
　※今年の表彰式は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため来場者
数を制限した上で開催します。
【対象】受賞者、来賓、他関係者

秘書課
36-7117

30 金

10:00～10:30 ■ハロウィン
【場所】保育室
【内容】ハロウィンを楽しむ

保育所きぼう
３８-７５０１

10:00～10:30 ■島田金谷IC周辺賑わい交流拠点で歩道橋渡り初め式を開催します。
【場所】歩道橋階段部横（KADODE OOIGAWAマルシェ棟側）（予定）
【内容】島田市では、官民４者連携で進める「賑わい交流拠点整備事業」
の一環で、国道473号を跨ぐ立体横断歩道橋を建設しております。つきま
しては、10月31日に歩道橋渡り初め式を予定しておりますので、お知らせ
いたします。

内陸フロンティア推進
課
0547-36-7392

10:00～11:00 ■収穫祭
【場所】各保育室
【内容】コロナ禍、行事もクラスごとに行っています。おいしい秋の果物
や、お野菜を知って発達年齢に合わせて感謝の気持ちや喜びを知りま
す。昼食にはご飯をつぶして五平餅を作ります。
【対象】園児
【定員】60

ゆたか保育園
３５－１１７６

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】図書館職員

島田図書館
36-7226

14:00～16:00 ■島田市いきいき長寿地域づくり講座
【場所】プラザおおるり　３階　大会議室
【内容】１．基調講演（地域包括ケアシステム）
２．住民主体の取組事例発表
３．講師と事例発表者の対談
【対象】地域活動に興味のある方
【定員】80
【講師】一般社団法人　コミュニティーネットハピネス　代表理事　土屋　幸
己　氏

包括ケア推進課連携
推進係
0547-34-3296


