
2 火

■節分
【場所】こども館
【内容】今年度は、新型コロナウイルス感染防止対策のため豆ま
きは行いませんが、来館された方にささやかな福豆のプレゼント
をします（10時から・15時からの２回。なくなり次第終了）。みんな
で春を呼び込みましょう。
【対象】全来館者

こども館
35-0063

11月28日(土)～2月7日(日) 博物館課 0547－34－3216
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28日(木)～2月16日(火) 金谷図書館 46-3246
2月6日(土)～3月28日(日) 博物館課 37‐1000
2月11日(木)～2月23日(火) 島田市博物館 0547-37-1000
2月13日(土)～3月21日(日) 博物館課（分館） 0547－34－
3216

2月18日(木)～3月9日(火) 金谷図書館 46-3246

第28回分館企画展「奈木和彦展　月潮」開催
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
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
第85回企画展歴史イラストレーター永井秀樹
しまはくフェア！！
分館開館20周年記念「海野光弘　民家」・同時開催「分館コレ
クション一挙公開4th」
金谷図書館展示コーナー「版画クラブ」展

認定こども園島田学園
付属幼稚園
３７－３２５２月1

10:15～10:45 ■まめまき
【場所】保育室
【内容】幼稚園にやってきた鬼に豆を投げて追い払う。鬼をやっつ
けることで自分の中にいる弱い鬼も追い出す。
【対象】園児

3 水

09:30～10:30 ■節分豆まき、地域交流
【場所】各保育室
【内容】年齢に合わせた節分のいわれを知るお話。豆まきをして
鬼退治をする。近所のお年寄りに豆まきをしていただき交流する
【対象】園児全員

ゆたか保育園
０５４７－３５－１１７６

【2月分】

2月定例記者懇談会広報素材（予定）

日 曜 時間 行事 連絡先

09:30～11:30 ■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

■節分
【場所】第一保育園
【内容】節分を知る。
豆まきを行う。
【対象】全園児

第一保育園
３７－２９７７

10:00～11:00 ■豆まき
【場所】園庭各教室
【内容】伝統行事に親しむ。PTA会長と職員が赤鬼、青鬼に扮し
て登場する。
【対象】全園児９７人
【定員】園児のみ
【講師】なし

五和幼稚園
０５４７-４６-３３４４

09:30～ ■議会運営委員会
【場所】第１委員会室
【内容】２月定例会の会期幅について　など

議会事務局
0547-36-7205

10:00～10:30 ■豆まき
【場所】第三保育園
【内容】保育園で豆まきをして、伝統行事に親しみます。

第三保育園
０５４７－３７－２７３４



4 木

■「トランポウォーク教室」
【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」。足腰への負担が軽く、誰でも気軽に参加できます。
ダイエットはもちろん、腰痛や肩こりの改善にも期待ができます。

スポーツ振興課
36-7219

6 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】島田おはなしの会

島田図書館
36-7226

5 金

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 日

13:30～15:30 ■読み聞かせボランティアステップアップ講座
【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講座として、むかし話・読み聞か
せ・簡単工作等を学ぶ。
【定員】40名
【講師】絵本作家　むらまつけーじ氏

金谷図書館
46－3246

10:20～11:30 ■豆まき集会
【場所】年少・年中児：各クラス年長児：園庭
【内容】歌をうたったり、踊りを踊ったり、全園児で楽しみます。毎
年地域の方が鬼に扮して来てくださったのですが、今年は職員が
鬼に扮して子どもたちの体の中にいる鬼を退治します。
【対象】全園児

みどり認定こども園
38-0057

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

10:00～11:00 ■おはなし宅配便
【場所】金谷中央保育園
【内容】絵本の読み聞かせ・紙芝居・手遊び　等
①10:30～10:30　　３・４歳児
②10:30～11:00　   ５歳児
【対象】①39人　②22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

13:30～16:00 ■「ささま」とゆる～くつながろう！
【場所】山村都市交流センター　ささま
【内容】　地域づくりにはどのようなリーダーが必要なのか？人を
呼び込む地域の魅力とは何か？
　川根町笹間地区の事例から、地域のひとづくりと関係人口増加
への取り組みを一緒に考えましょう。
【第1部】
　事例発表　北島　亨さん（前山村都市交流センター館長）
　講演１「人口が減っても元気な地域をつくるには？学校を題材
に考えよう」
　　　　　　武井敦史氏（静岡大学教職大学院教授）
　講演２「地域とゆるくつながることで　多様な人材が創出される」
　　　　　　石山恒貴氏（法政大学大学院政策創造研究科）

【第2部】パネルディスカッション
【対象】市民、または地域づくりに関心がある人
【定員】会場　20人、オンライン（ZOOM）　30人（予定）

社会教育課社会教育係
0547-36-7962



8 月

10 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

9 火

09:30～11:30 ■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】図書館職員

島田図書館
36-7226

09:30～ ■議会運営委員会
【場所】第１委員会室
【内容】２月定例会の議案の取り扱いについて　ほか

議会事務局
0547-36-7205

09:30～12:00 ■れすとらんごっこ
【場所】年長５歳児保育室
【内容】例年行われてるれすとらんごっこは、本年はテイクアウト
のお弁当屋さんを年長組が回転し、各クラスに宅配するお楽しみ
の日
【対象】同上

ゆたか保育園
０５４７－３５－１１７６

11:30～12:00 ■学芸員による解説～展示作品を1.5倍楽しもう～
【場所】博物館分館（海野光弘版画記念館）
【内容】※新型コロナ感染症の拡大状況に応じ、内容変更、中止
等の措置を実施することがあります。
【講師】朝比奈太郎（島田市博物館主任学芸員）

博物館課（分館）
0547－34－3216

10:00～11:00 ■交通教室
【場所】第三保育園
【内容】年長児に、交通指導員さんが交通ルールを教えてくれま
す
【対象】年長児

第三保育園
０５４７－３７－２７３４

13 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
【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

12 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】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

11 木

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



16 火

■予算・決算特別委員会全体会（本会議終了後）
【場所】第１委員会室
【内容】議案審査の委嘱

議会事務局
0547-36-7205

15 月

18 木

09:00～ ■予算・決算特別委員会総務生活分科会、総務生活常任委員会
【場所】第１委員会室
【内容】付託議案の審査等

議会事務局
0547-36-7205

17 水

09:00～ ■予算・決算特別委員会厚生教育分科会、厚生教育常任委員会
【場所】第１委員会室
【内容】付託議案の審査等

議会事務局
0547-36-7205

19 金

09:30～ ■予算・決算特別委員会全体会
【場所】第１委員会室
【内容】付託議案の審査

議会事務局
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】大津お話の会

島田図書館
36-7226

14 日

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。
2月13日「お部屋に飾りたい！おしゃれなミニドライポイント」
【時間】①13時15分～、②14時30分～
【参加費】300円（材料費込み）
3月14日「飛び出すカード」
【時間】①13時15分～、②14時30分～
【参加費】100円（材料費込み）
【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

09:30～ ■本会議（初日）
【場所】市議会議場
【内容】２月定例会の日程の決定、補正予算等の上程

議会事務局
0547-36-7205

09:00～ ■議会運営委員会※資料要求があった場合
【場所】第１委員会室
【内容】会議規則第35条の２に基づく資料要求の取り扱いについ
て

議会事務局
0547-36-7205

13:30～ ■予算・決算特別委員会経済建設分科会、経済建設常任委員会
【場所】第１委員会室
【内容】付託議案の審査等

議会事務局
0547-36-7205

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 ■幼児クラブ「おひな様づくり」
【場所】こども館多目的室
【内容】親子でおひな様作りを楽しみます。
【対象】幼児クラブ会員（親子２歳児）

こども館
35-0063



20 土

13:30～15:00 ■講話・実演「イラストレーターのお仕事　裏側を聞く/見る」
【場所】島田市博物館　本館　整理工作室
【内容】(内　容)　前半にイラストレーターとしての仕事についてお
話いただきます。後半はアナログ・デジタルの両技術を使いイラ
ストを完成させる実演を行います。
【講師】永井秀樹氏(歴史イラストレーター)

博物館課
37－1000

22 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。

子育て応援課

21 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。
第5回　２月21日（日）川留めで賑わった宿場
【講師】島田市博物館学芸員

博物館課
0547－37－1000

23 火

■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

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

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

14:00～16:00 ■女性の人材育成講座
【場所】プラザおおるり　第３多目的室、視聴覚室
【講師】キャリアコンサルタント　橋本恵子さん（元静岡第一テレビ
アナウンサー・記者）

市民協働課
36－7121



24 水

10:30～12:30 ■すくすくタイム「ママのためのフィットネス」
【場所】こども館多目的室
【内容】親子で体をいっぱい動かしましょう。要申込。
【対象】0歳～3歳の親子
【定員】10組
【講師】杉本亜由美先生

こども館
35-0063

09:30～ ■本会議
【場所】市議会議場
【内容】補正予算の採決（２月16日分）、施政方針、当初予算等の
上程

議会事務局
0547-36-7205

25 木

15:30～ ■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等

議会事務局
0547-36-7205

26 金

09:00～14:00 ■「第２回和菓子バル」開催
【場所】大井川島田宿川越し街道
【イベント内容】
・市内菓子店の和菓子の販売（店舗または島田商業高校生によ
る販売）
・番宿（国指定史跡復元家屋）内での飲食（島田商業高校生によ
る呈茶サービスあり）
・商店街を含むスタンプラリーの実施
・着物 de 川越街道（島田商業高校生が和装で商品販売）

文化資源活用課　文化
政策担当
0547-36-7381

09:00～16:30 ■富士山の日無料開放日
【場所】博物館本館・分館・川越街道
【内容】2月23日は静岡県の条例で定めれらた「富士山の日」で
す。島田市博物館では、富士山の日に協力し、2月23日（火・祝）
を無料開放します。
【当日の催し物】
１．図録セール：2月11日～23日
２．（分館・入館料のみ・無料配布）「登録有形文化財建造物」登
録記念御朱印：2月11日～23日
３．（本館ロビー）イケメンふんどし隊＆旅人登場：2月23日、９時
～16時
４．（本館受付・無料開放日・無料配布）三角くじ：2月23日、９時～
16時30分
５．（本館整理工作室・参加費100円・予約制・2部制・各回8名）
ワークショップ富士山スイーツ

島田市博物館
0547-37-1000

13:30～15:30 ■図書館ボランティア講座
【場所】金谷公民館
【内容】本の修理方法を体験しながら学ぶ
【講師】長野　將人氏

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



09:00～16:00 ■誕生の木　配布事業
【場所】島田市ばらの丘公園　大温室
【内容】   令和２年１月１日から令和２年12月31日に誕生した新生
児を対象に、市の花である「ばら」の苗木を贈呈します。
　この事業は、市民の緑を大切にする心の啓発、また、新生児の
健やかな成長を願い、毎年実施しています。
【配布物】
・ばらの苗木
　　(四季咲き大輪系、四季咲き中輪系、ミニチュア系　の中から
好きな苗木を選んでもらいます。）
・島田市長からのメッセージカード
　　（「自然の美しさを知り、全てのいのちを大切にする心豊かな
市民に育つことを祈っている。」旨の市長からのメッセージ）
・ばらの育て方のチラシ

建設課公園係　原田
℡0547-36-7187　（内
線6351）
当日の連絡先　島田市
ばらの丘公園　℡0547-
37-0505

27 土

30
31

29

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
【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

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】山びこ親子読書会

島田図書館
36-7226

28 日

09:00～16:00 ■誕生の木　配布事業
【場所】島田市ばらの丘公園　大温室
【内容】   令和２年１月１日から令和２年12月31日に誕生した新生
児を対象に、市の花である「ばら」の苗木を贈呈します。
　この事業は、市民の緑を大切にする心の啓発、また、新生児の
健やかな成長を願い、毎年実施しています。
【配布物】
・ばらの苗木
　　(四季咲き大輪系、四季咲き中輪系、ミニチュア系　の中から
好きな苗木を選んでもらいます。）
・島田市長からのメッセージカード
　　（「自然の美しさを知り、全てのいのちを大切にする心豊かな
市民に育つことを祈っている。」旨の市長からのメッセージ）
・ばらの育て方のチラシ

建設課公園係　原田
℡0547-36-7187　（内
線6351）
当日の連絡先　島田市
ばらの丘公園　℡0547-
37-0505


