
13:30～15:00 ■おりがみあそび
【場所】こども館多目的室
【内容】新春を迎え、今年の干支「うし」の折り紙を折りましょう。妖
精の折り紙も楽しめます。どなたでも参加できます。
【対象】全来館者

こども館
35-0063

10:00～10:30 ■保育初め
【場所】第三保育園
【内容】新年が始まることを伝え、獅子舞を見て日本の伝統文化に
触れる

第三保育園
０５４７－３７－２７３４

09:30～17:30 ■図書館福袋
【場所】島田図書館
【内容】職員が選んだテーマに沿った本を、中身がわからないよう
に包んで貸し出しする。
普段手に取らない本との出会いを演出する。
なくなりしだい終了。

島田図書館
36－7226

【1月分】

1月定例記者懇談会広報素材（予定）

日 曜 時間 行事 連絡先

5 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

09:30～17:30 ■図書館おみくじ
【場所】島田図書館、金谷図書館、川根図書館、六合公民館、初
倉公民館、大津農村環境改善センター、北部ふれあいセンター、
初倉西部ふれあいセンター、島田市役所川根支所、チャリム21
【内容】職員手作りのおみくじを来館者の引いてもらい、読書の
きっかけづくりを演出する。
なくなりしだい終了。

島田図書館
36－7226

4 月

09:00～09:15 ■令和３年　島田市役所　仕事始め式
【場所】・島田市役所　会議棟１階　大会議室（市長特別職、部長
級職員）／島田市役所　自席等（課長級職員以下）
【内容】毎年恒例の仕事始め式を開催します。
【対象】市長、両副市長、教育長、部長級職員（会議棟大会議室に
て直接伝達）／課長級職員約70名（自席等にてYouTubeのライブ
配信を視聴）

市長戦略部　秘書課
0547-36-7117

3 日
2 土

11月21日(土)～1月24日(日) 博物館課 37-1000
11月26日(木)～1月17日(日) 金谷図書館 46-3246
11月28日(土)～2月7日(日) 博物館課 0547－34－3216
12月29日(火)～1月3日(日) 健康づくり課 0547-34-3281
1月4日(月)～1月31日(日) 福祉課　生活福祉係 0547-36-7158
1月6日(水)～1月26日(火) 金谷図書館 46-3246
1月15日(金)～2月5日(金) 社会教育課 0547-36-7962
1月19日(火)～3月7日(日) 島田図書館 36‐7226
1月25日(月)～1月29日(金) 学校給食課 33－3055
1月25日(月)～1月29日(金) 学校給食課 ３３－３０５５
1月28日(木)～2月16日(火) 金谷図書館 46-3246

第84回企画展双六と人々の生活
金谷図書館　ひみつカード
第28回分館企画展「奈木和彦展　月潮」開催
年末年始新型コロナウイルス相談窓口
フードドライブ1月期強化月間
金谷図書館展示コーナー「高齢者見守り活動ポスター」展
令和３年度東海道金谷宿大学　学生（学びたい人）募集
本の帯まつり応募作品展示
学校給食週間
学校給食週間
金谷図書館展示コーナー「駿河山遺跡と島田の弥生時代」展

金1



13:00～14:30 ■【島田市×常葉大学】エモマップ作成
【場所】田代環境プラザ（集合場所）
【内容】令和2年度しずおか中部連携中枢都市圏地域課題解決事
業
常葉大学と連携し、若者の感情に訴える「エモマップ」を作成する
ことにより、島田市が田代地区の自然環境保全に取り組んできた
ことの市民へのPRを図ります。
当日は常葉大学経営学部情報学ゼミナールの学生４名と、島田
市在住のデザイナーやイラストレータも参加予定です。

環境課環境係
0547-36-7145

10:00～11:00 ■新年お楽しみ会
【内容】おはなしペチカさんが来て、お話を聞かせてくれます。
【対象】園児

第三保育園
0547‐37‐2734

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】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

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

7 木

■「トランポウォーク教室」参加者募集
【場所】金谷体育センター
【内容】小さなトランポリンの上でウォーキングする「トランポウォー
ク教室」

スポーツ振興課
36-7219

09:45～11:15 ■新年を祝う会
【場所】二階保育室
【内容】新しい年をみんなで祝います。コマまわしやけん玉、カルタ
などの正月あそびを通して日本の伝統あそびを楽しみます。
【対象】全園児
【定員】６８人

こばと保育園
35-5177

09:30～17:30 ■図書館おみくじ
【場所】島田図書館、金谷図書館、川根図書館、六合公民館、初
倉公民館、大津農村環境改善センター、北部ふれあいセンター、
初倉西部ふれあいセンター、島田市役所川根支所、チャリム21
【内容】職員手作りのおみくじを来館者の引いてもらい、読書の
きっかけづくりを演出する。
なくなりしだい終了。

島田図書館
36－7226

8 金

■令和３年度生　一般入学試験（２次試験）
【場所】看護専門学校
【内容】集団面接
個別面接

教務課
37-0987

09:45～10:30 ■新年を祝う会
【場所】各保育室
【内容】お正月遊びや福引をして楽しんだり、獅子舞を見たりしま
す。
【対象】全園児
【定員】全園児

ゆたか保育園
35-1176

6 水

■令和３年度生　一般入学試験（１次試験）
【場所】看護専門学校
【内容】学科試験

教務課
37-0987



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

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

13:30～15:00 ■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。
1 月10日「お部屋に飾りたい！おしゃれなミニドライポイント」
13時15分～
【対象】5歳～小学生（未就学児は保護者同伴）
【定員】先着15名

島田市博物館
37-1000

14:00～14:30 ■ギャラリートーク「紙面に広がる豊かな世界　双六の魅力」
【場所】島田市博物館本館整理工作室
【内容】当館学芸員が双六の魅力を解説します。
【対象】どなたでも
【定員】特に無し（※参加者多数の場合は入場を制限する場合が
あります。）
【講師】曳地真澄（島田市博物館学芸員）

博物館課
0547‐37‐1000

10:30～12:30 ■新春おたのしみ会
【場所】こども館多目的室
【内容】「夢ちんどん大井川」による獅子舞やチンドン屋など、お正
月ならではの催し物と、お名前ビンゴのお楽しみ会です、要申込。
【対象】小学生、幼児親子
【定員】50人

こども館
35-0063

10:30～11:00 ■おはなしでてこい
【場所】こども館多目的室
【内容】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】15組
【講師】水野千賀子先生

こども館
35-0063

10 日

13:30～14:30 ■令和３年島田市成人式
【場所】プラザおおるり大会議室
【内容】令和３年島田市成人式は、規模を縮小し代表者によるリ
モート開催とすることにしました。

社会教育課　青少年係
電話： 0547-36-7963

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

9 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



18 月

17 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」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。

博物館課
0547－37－1000

19 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

島田図書館
36-7226

15 金

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】読み聞かせボランティア「さくらんぼ」

金谷図書館
46－3246

14 木

■「トランポウォーク教室」参加者募集
【場所】金谷体育センター
【内容】小さなトランポリンの上でウォーキングする「トランポウォー
ク教室」

スポーツ振興課
36-7219

16 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】あすなろ

13 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

12 火

14:00～16:00 ■中西支部栄養教諭・学校栄養職員研修会
【場所】プラザおおるり　第一多目的室
【内容】中西支部学校給食の栄養教諭向けに講演会を開催
講演内容　「いのちをいただいて、つなぐこと」（仮）
講師　　　  内田産婦人科医院
　　　　　  内田美智子先生（助産師・思春期保健相談士）
会場参加及びオンライン参加で実施

学校給食課
11 月

14:30～15:30 ■新春子ども映画会
【場所】金谷公民館　みんくる　2階集会室１・２
【内容】子ども向けのアニメーション作品を上映します。
内容：「忍たま乱太郎の宇宙大冒険withコズミックフロント☆
NEXT」・「おしりたんてい　10」
【定員】当日先着30名

金谷図書館
46-3246



こども館
35-0063

10:00～11:30 ■川根図書館講座（子ども講座）
【場所】川根小学校１階会議室
【内容】「電気クラゲ！で遊ぼう」と、「顕微鏡の世界を楽しもう！」
です。
不思議な世界を楽しみましょう。
【対象】小学生
【定員】15人
【講師】　村上 泰造 氏

川根図書館
53-2289

23 土

■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）

観光課

22 金

09:00～16:00 ■雪遊び
【場所】園外
【内容】雪遊び
【対象】５歳児

ゆたか保育園
35-5177

21 木

■「トランポウォーク教室」参加者募集
【場所】金谷体育センター
【内容】小さなトランポリンの上でウォーキングする「トランポウォー
ク教室」

スポーツ振興課
36-7219

20 水

10:30～11:30 ■すくすくタイム「大ちゃん先生と親子で運動あそび」
【場所】こども館多目的室
【内容】おなじみの大ちゃん先生こと大場義孝先生の親子遊びで
す。体をいっぱい動かしましょう。
【対象】0歳～3歳の親子
【講師】大場義孝先生

こども館
35-0063

09:30～10:30 ■交通教室
【場所】２階保育室、園外
【内容】交通教室
【対象】５歳児
【定員】年長15人
【講師】島田警察署交通指導員

ゆたか保育園
35-5177

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

10:30～11:30 ■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組
【講師】杉本亜由美先生



島田図書館
36-7226

13:30～ ■トークセッション「果たして、気配は描けるか。」
【場所】島田市博物館分館
【内容】奈木和彦氏と静岡大学客員教授平野雅彦氏によるトーク
セッションです。
【講師】奈木和彦氏、平野雅彦氏（静岡大学客員教授）

博物館課
0547‐34‐3216

09:45～10:30 ■誕生会
【場所】各保育室
【内容】１月生まれの誕生児をお祝いします。歌やお話のアトラク
ションを楽しみます。
【対象】全園児

ゆたか保育園
35-5177

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

26 火

09:45～10:30 ■誕生日会
【場所】一階保育室二階保育室
【内容】乳児・幼児クラスに分かれて、１月生まれの誕生児をお祝
いします。誕生児にインタビューをし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】６８人

こばと保育園
35-5177

25 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

27 水

24 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

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

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

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



10:30～11:30 ■幼児クラブ「豆まき」
【場所】こども館多目的室
【内容】節分の豆まきを楽しみます。
【対象】幼児クラブ会員（親子２歳児）

こども館
35-0063

28 木

■「トランポウォーク教室」参加者募集
【場所】金谷体育センター
【内容】小さなトランポリンの上でウォーキングする「トランポウォー
ク教室」

スポーツ振興課
36-7219

30 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

島田図書館
36-7226

31 日

13:30～15:30 ■令和２年度諏訪原城講演会
【場所】金谷公民館みんくる　大集会室
【内容】今回の講演会は、講師に前田利久先生をお迎えし、現在
残されている古文書から、戦いを中心とした諏訪原城では、どのよ
うな日常生活が営まれていたのか他の地域の城の様子と比較し
ながらわかりやすく解説します。
【講師】前田利久氏（諏訪原城跡整備委員会委員）

博物館課　文化財係
０５４７－３６－７９６７

29 金


