
09:30～11:00 ■花育教室
【場所】園庭
【内容】園児が球根を植え、自分で花の世話をする
【対象】年長児
【定員】60名程度

五和保育園
45-3374

14:00～14:30 ■ギャラリートーク「学芸員が教科書に載せたい！島田の歴史・人物」
【場所】島田市博物館本館特別展示室
【内容】ギャラリートーク「学芸員が教科書に載せたい！島田の歴史・人物」
桑原黙斎をはじめ、未来の島田に残したい情報盛りだくさんの今回の企画展。学芸員が企画展
の押しポイントを解説します。
【講師】増田亜矢乃（島田市博物館学芸員）

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】島田図書館職員

島田図書館
36-7226

2 月

09:30～11:30 ■人形劇鑑賞
【場所】第三保育園遊戯室
【内容】人形劇どんぐりが「さんまいのおふだ・手遊びやパネルシアター」を見せてくれます。
【対象】園児

第三保育園
０５４７－３７－２７３４

【11月分】

11月定例記者懇談会広報素材（予定）

日 曜 時間 行事 連絡先

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5日(月)～11月13日(金) 福祉課　生活福祉係 36-7158
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
11月2日(月)～12月20日(日) 観光課　観光政策係 0547-36-7399
11月19日(木)～12月8日(火) 金谷図書館 46-3246
11月21日(土)～1月24日(日) 博物館課 37-1000
11月25日(水)～11月26日(木) 学校給食課 ３３－３０５５
11月26日(木)～1月17日(日) 金谷図書館 46-3246

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！
フードドライブ10月期強化月間
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 美術作品展」
金谷図書館　どんぐりカード
「大井川あそぼうけん」第２弾を発行します！
金谷図書館展示コーナー「LE-CIEL トールペインティングライフ」
第84回企画展双六と人々の生活
学校給食市民試食会
金谷図書館　ひみつカード

島田市民文化祭実行委員
会
0547-36－5420

日1

■第63回島田市民文化祭
【場所】プラザおおるり
【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～

4 水

■リトミック
【場所】第一保育園
【内容】リズムに合わせて体を動かす。
【対象】２～５歳児

第一保育園
３７－２９７７

3 火

09:00～17:00 ■文化の日　博物館無料開放
【場所】博物館本館・分館
【内容】無料開放及びワークショップを開催

博物館
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



島田図書館
36-7226

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

13:15～15:30 ■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。
11月8日「雪降るクリスマスカードづくり」
二部制：13時15分～、14時30分～
【対象】5歳～小学生（未就学児は保護者同伴）
【定員】各回先着15名

島田市博物館
37-1000

■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。

プラザおおるり まちづくり
島田
0547-36-7222

13:25～14:25 ■社会を明るくする運動講演会　六合中学校
【場所】島田市立六合中学校　　体育館
【内容】社会を明るくする運動の一環として、六合中学校で講演会を行います。
【対象】六合中学校３年生生徒と3年生の保護者のうち申し込みをしたもの
【講師】元プロ野球西武ライオンズ　日本プロ野球ＯＢクラブ講師　石毛　宏道　氏

福祉課　生活福祉係　島
田市社会を明るくする運動
推進委員会
0547－36－7158

09:30～10:00 ■おはなし宅配便
【場所】エルフのゆめ
【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】22人
【講師】堀井真理絵氏（おはなしアラカルト代表）

島田図書館
36-7226

■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：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

10:00～11:00 ■エスパルスサッカー教室
【場所】第三保育園園庭
【内容】年長児がサッカー教室に参加します。
【対象】年長児

第三保育園
０５４７－３７－２７３４

6 金
■第63回島田市民文化祭
【場所】プラザおおるり

島田市民文化祭実行委員
会
0547-36－5420

5 木

10:30～11:30 ■幼児クラブ「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】幼児クラブ会員（親子２歳児）
【講師】原木早江美先生

こども館
35-0063

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

8 日
■第63回島田市民文化祭
【場所】プラザおおるり

島田市民文化祭実行委員
会
0547-36－5420

7 土
■第63回島田市民文化祭
【場所】プラザおおるり

島田市民文化祭実行委員
会
0547-36－5420

09:00～14:30 ■しまだガンバ！閉級式の開催
【場所】野外活動センター山の家
【内容】令和２年度しまだガンバ！の最終活動を山の家で行います。

社会教育課　青少年係
社会教育課　青少年係
0547-36-7963

■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

プラザおおるり まちづくり
島田
0547-36-7222

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



10:00～11:00 ■交通安全教室
【場所】園内
【内容】交通指導員による交通安全教室
【対象】園児1，2歳児
【定員】16名
【講師】交通指導員

保育所きぼう島田初倉園
0547-38-7501

09:45～10:30 ■七五三祝い会
【場所】1階保育室　2階保育室
【内容】七五三クイズやお楽しみを見たりして大きくなったことを喜びみんなでお祝いをします。
【対象】全園児
【定員】６７人

こばと保育園
35-5177

09:30～11:00 ■七五三祝会
【場所】各保育室
【内容】コロナ禍で行事はクラス単位で行っています。その為園児の発達に合わせた行事のいわ
れ等話す事ができます。園児にとっても理解が深まる保育指導ができます。
【対象】全園児
【定員】60名

ゆたか保育園
0547－35－1176

■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。

プラザおおるり まちづくり
島田
0547-36-7222

10:00～10:30 ■おはなし宅配便
【場所】六合幼稚園
【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】90人
【講師】図書館職員

島田図書館
36-7226

13 金

■第63回島田市民文化祭
【場所】プラザおおるり

島田市民文化祭実行委員
会
0547-36－5420

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

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
【定員】15人
【講師】図書館職員

島田図書館
36-7226

09:30～11:00 ■収穫祭
【場所】園庭
【内容】園児の育てた野菜の収穫を祝い、自然の恵みに感謝してお祭りをします。年長児の作った
おみこしの練り歩き、子ども学園太鼓の演奏（年長児）、屋台風お店でのお買い物を楽しみます。
【対象】園児

認定こども園島田学園付
属幼稚園
37-3252

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 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

9 月

12 木

09:45～10:20 ■七五三を祝う会
【場所】園内ホール
【内容】七五三の由来を知り、大きくなったことを喜ぶ
【対象】年少児年長児
【定員】100名程度

五和保育園
45-3374

11 水

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



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」Part2 旅情編 作品と写真で旅したつもり東
海道受講者募集
【場所】博物館本館整理工作室
【内容】当館所蔵の浮世絵や書画などの資料と現在の静岡県内の東海道の景観を映像で紹介し
つつ、川越しや島田・金谷宿に縁ある人々にまつわる史跡などについて解説します。東海道のこ
こになぜ？という発見があるかもしれません。
第1回　10月18日（日）川越しよもやま話～大井川・安倍川・興津川～
第2回　11月15日（日）知ってる？見たことある？島田宿名所案内
第3回　12月20日（日）島田・金谷を彩った人々と東海道～松尾芭蕉・深雪・日本左衛門～
第4回　１月17日（日）山岡鉄舟と東海道
第5回　２月21日（日）川留めで賑わった宿場
第6回　３月21日（日）峠越え～小夜の中山峠・薩埵峠・宇津谷峠～

博物館課
0547－37－1000

16 月

国保年金課
0547-34-3295

09:30～17:30 ■川根図書館　本・雑誌の無料配布
【場所】川根図書館
【内容】川根図書館で不要となった本・雑誌を利用者に無料配布する。

川根図書館
53－2289

■第63回島田市民文化祭
【場所】プラザおおるり

島田市民文化祭実行委員
会
0547-36－5420

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】30人
【講師】水野千賀子先生

こども館
35-0063

09:30～17:30 ■川根図書館　本・雑誌の無料配布
【場所】川根図書館
【内容】川根図書館で不要となった本・雑誌を利用者に無料配布する。

川根図書館
53－2289

08:49～16:00 ■令和2年度　年賀状木版画教室
【場所】島田市博物館　整理工作室

博物館課（分館）
34－3216

10:00～10:30 ■おはなし宅配便
【場所】島田聖母保育園
【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
【定員】55人
【講師】まめっちょ

島田図書館
36-7226

17 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

15 日

■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。

プラザおおるり まちづくり
島田
0547-36-7222

14 土

■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。

プラザおおるり まちづくり
島田
0547-36-7222

■第63回島田市民文化祭
【場所】プラザおおるり

島田市民文化祭実行委員
会
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】山びこ親子読書会

島田図書館
36-7226

10:00～17:00 ■2020　世界糖尿病デー in Shimada
【場所】第一部：アピタ島田店２階、第二部：蓬莱橋周辺
【内容】イベント名：２０２０　世界糖尿病デー　in　Shimada
日時：令和２年11月14日（土）
　　　第一部　10時～11時30分　場所　アピタ島田店２階
　　　第二部　15時～17時頃まで（ライトアップは21時まで）　場所　蓬莱橋周辺
内容：第一部　健康測定会　（血管年齢測定、骨測定、肌年齢測定）
　　　第二部　糖尿病　ほっとけ　Night　Walk　（リバティでノルディックウォークの体験会）
参加費：無料
※当日は日没後、蓬莱橋をブルーライトでライトアップし、世界糖尿病デーを啓発します。
※第二部のウォーキングイベントに参加される方は、国保年金課　保健事業係（３４－３２９５）に
お申し込みください。先着50名様まで。
※世界糖尿病デーとは・・・世界各地でブルーライトをライトアップし、糖尿病予防を呼びかけると
ともに、日夜、医療現場で働く医療従事者への応援メッセージとして、広く市民に啓発をするもの
です。



福祉課　障害者支援係
３６－７１５４

14:00～14:30 ■令和２年度島田市青少年育成支援センター運営協議会表彰式
【場所】プラザおおるり　第１多目的室
【内容】島田市内における青少年健全育成に功労のあった者及び団体を表彰し、その功績を称
え、もって島田市青少年育成支援センター運営協議会の発展に資することを目的として開催しま
す。例年、「明るく安心して暮らせるまちづくり市民大会」にて表彰を行っていますが、新型コロナ
ウイルス感染防止のため、市民大会を中止とし、表彰式のみ規模縮小して行うものです。団体の
部で３団体、個人の部で７名を表彰します。

社会教育課
0547－36－7963

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

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

20 金

11:30～13:00 ■SL遠足
【場所】大井川鉄道
【内容】年長児が憧れのSLに乗って遠足に行きます。間近でSLの迫力を感じたいと思います。今
年はコロナの対策で千頭まで行かず、家山で降ります
【対象】年長児

認定こども園島田学園付
属幼稚園
37-3252

19 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

21 土

08:49～16:00 ■令和2年度　年賀状木版画教室
【場所】島田市博物館　整理工作室
【内容】年賀状を木版画で作ってみませんか。作品は島田市博物館分館の旧桜井家住宅主屋で
展示予定です。初心者の人も、お気軽に参加ください。

博物館課（分館）
34－3216

13:30～14:30 ■手作りワーク「クリスマスキラキラドーム」
【場所】こども館多目的室
【内容】ライトアップスタンドに乗せて、光の移り変わりを楽しむことができます。
【対象】小学生以上
【定員】15人

こども館
35-0063

13:30～15:00 ■大人のひきこもり対応講座
【場所】島田市役所　会議棟　大会議室
【内容】　昨年度に県と市町の共同により民生委員・児童委員等を対象に実施したひきこもり等に
関する状況調査により、県内で把握できただけでも、ひきこもり状態にある人が約2,100人おり、ひ
きこもりの高年齢化、長期化が判明しました。調査の過程で民生委員等から必要とされる支援と
して、相談窓口の充実や周知を挙げる意見が多かったです。８０５０問題などに見られる複合的な
福祉課題の一つであるひきこもりについて、現状と対応方法について周知啓発することを目的と
して講座を開催します。
【対象】市民
【定員】40人
【講師】特定非営利活動法人サンフォレスト　三森重則　氏

福祉課
36-7154

13:30～15:00 ■大人のひきこもり対応講座
【場所】島田市役所会議棟　大会議室
【内容】　昨年度に県と市町の共同により民生委員・児童委員等を対象に実施したひきこもり等に
関する状況調査により、県内で把握できただけでも、ひきこもり状態にある人が約2,100人おり、ひ
きこもりの高年齢化、長期化が判明しました。調査の過程で民生委員等から必要とされる支援と
して、相談窓口の充実や周知を挙げる意見が多かったです。８０５０問題などに見られる複合的な
福祉課題の一つであるひきこもりについて、現状と対応方法について周知啓発することを目的と
して講座を開催します。
【対象】市民
【定員】４０人
【講師】特定非営利活動法人サンフォレスト　施設長　三森重則　氏

18 水

10:00～11:00 ■七五三の集い
【場所】近くの神社
【内容】散歩を兼ねて神社へ成長祈願に参拝
【対象】全園児
【定員】22名

保育所きぼう島田初倉園
0547-38-7501

10:30～11:30 ■ベビーマッサージ
【場所】こども館多目的室
【内容】親子で触れ合い、子育てを楽しみましょう。兄・姉の託児はありません。
【対象】０歳～１歳の親子
【定員】15人
【講師】杉本亜由美先生

こども館
35-0063



10:30～11:30 ■すくすくタイム「離乳食・幼児食のアドバイス」
【場所】こども館多目的室
【内容】管理栄養士（塩澤先生）によるお話です。離乳食・幼児食のことや気になることなど、質問
や相談もできます。
【対象】0歳～5歳の親子
【定員】20人

こども館
35-0063

14:00～14:30 ■ぬいぐるみの図書館おとまり会（二日目）
【場所】島田図書館
【内容】子供のぬいぐるみに図書館の探検をしてもらうおとまり会。
二日目は、ぬいぐるみのお迎え。参加者に館内でのぬいぐるみ達の様子を撮影した写真をプレゼ
ントし、ぬいぐるみが選んだ本の貸し出しを行う。
【対象】参加者募集に当選した子供
【定員】10人

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

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

14:00～15:00 ■ぬいぐるみの図書館おとまり会（一日目）
【場所】島田図書館
【内容】子供のぬいぐるみに図書館の探検をしてもらうおとまり会。
一日目は、子供とぬいぐるみが一緒におはなし会に参加後、ぬいぐるみを預かり、夜間に図書館
内でぬいぐるみを撮影する。
【対象】参加者募集に当選した子供
【定員】10人

島田図書館
36－7226

■誕生会
【場所】1階保育室　2階保育室
【内容】11月生まれの子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人

こばと保育園
35-5177

28 土

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

27 金

26 木

09:45～10:45 ■収穫感謝祭
【場所】2階保育室保育園周辺
【内容】保育園の畑で育てた野菜や園児の家庭から持ち寄った果物や野菜を地域でお世話になっ
ている方々に訪問して感謝の気持を込めて渡します。収穫したことを喜び、感謝をします。
【対象】全園児
【定員】６７人

こばと保育園
35-5177

25 水

09:45～10:30
火

23 月

■川根温泉　温泉感謝デイ
【場所】川根温泉ふれあいの泉
【内容】毎月23日は、川根温泉ふれあいの泉の温泉感謝デイです。疲れた体を温泉で癒しません
か？限定イベントもありますので、ぜひお越しください。
【イベント】
・温泉入浴回数券得々キャンペーン＋購入日のみ有効の無料入浴券配布
・ウェルカムグリーンティー
・ワンコインメニュー（濃い茶そば・かつ丼・天丼）
・野菜の詰め放題
・じゃんけん大会（勝者にお菓子のプレゼント）
【12月のスペシャルイベント】
・パラグライザーサンタ
開催日／12月19日(土)・20日(日)・23日(水)

観光課

24

18:30～20:00 ■文学講座
【場所】島田図書館2階フロア
【内容】落語講座
落語の歴史や作品の内容とその楽しみ方を伝えた後、講師による高座を披露する。
【定員】24人
【講師】月の輪熊八（服部正美）氏

島田図書館
36－7226

■第63回島田市民文化祭
【場所】プラザおおるり

島田市民文化祭実行委員
会
0547-36－5420

22 日
■第63回島田市民文化祭
【場所】プラザおおるり

島田市民文化祭実行委員
会
0547-36－5420



17:30～19:00 ■川根図書館あかり展
【場所】川根図書館
【内容】あかりアートに照らされた、普段とは違う雰囲気の川根図書館に来てみませんか。当日
は、開館時間を午後5時30分から午後7:00まで延長します。なお、昨年まで実施されていましたパ
フォーマンスについては、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止します。
【対象】来館者

図書館課
53-2289

14:00～15:30 ■島田市史編さん委員会　古文書調査報告会
【場所】初倉公民館(くらら) 多目的ホール
【内容】江戸時代、幕臣として活躍したさむらいたちが、明治になると牧之原開拓に従事することと
なりました。彼らが江戸からもたらした書籍や資料などをもとに、学んだことがらを市史編さん委員
会事務局天野外部講師が分かりやすく紹介します。
【対象】静岡県内の方
【定員】50名（先着順）
【講師】天野 忍 氏（島田市博物館外部講師）

博物館課
0547-36-7967

社会教育課
36-7963

30 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

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

川根図書館
53-2289

31

29 日

09:45～11:45 ■パパとママのための救急救命講座
【場所】プラザおおるり　和室（大）
【内容】小さなお子さんをおもちのパパとママのための、救急救命講座です。
お子さんの「もしもの事故」から命を守る方法を学ぶとともに、
夫婦で「こんな時どうする？」を話し合い、緊急時の対処法を身につけましょう。
託児定員：15人（市内在住の方のみ）


