
1月19日(火)～3月7日(日) 島田図書館 36‐7226
2月6日(土)～3月28日(日) 博物館課 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
3月6日(土)～3月7日(日) 社会教育課 0547-36-7962
3月11日(木)～3月31日(水) 金谷図書館 46-3246
3月20日(土)～3月21日(日) 観光課 0547-36-7399

本の帯まつり応募作品展示
第85回企画展歴史イラストレーター永井秀樹
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
生涯学習大会フェスタしまだ2021！
金谷図書館展示コーナー「仲良しグループの作品展」
SLフェスタin新金谷を開催します

教務課
37-0987

月1

10:00～11:00 ■令和２年度　島田市立看護専門学校　卒業式
【場所】看護専門学校　屋内運動場
【内容】看護教育課程の全てを修了し卒業を迎える。

3 水

■ひなまつり
【場所】第一保育園
【内容】お雛様を飾ったりひな祭りの飾りをして、ひなまつりを祝う。
【対象】全園児

第一保育園
３７－２９７７

2 火

09:30～11:00 ■ブックスタート
【場所】保健福祉センター
【内容】職員が７か月児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

6 土

09:30～16:30 ■島田図書館除籍資料の無料配布
【場所】プラザおおるり　展示ホール
【内容】除籍した資料（本・雑誌）の無料配布

島田図書館
36-7226

【3月分】

3月定例記者懇談会広報素材（予定）

日 曜 時間 行事 連絡先

13:30～14:30 ■手作りワーク「プラバンでストラップ作り」
【場所】こども館多目的室
【内容】プラバンで手作りのストラップを作ってみよう。
【対象】小学生以上
【定員】先着20人

こども館
35-0063

10:30～11:30 ■すくすくタイム「音楽を通して楽しい子育て」
【場所】こども館多目的室
【内容】歌いながらの楽しいお話や音楽を、お母さんの膝に座って
楽しみましょう。要申込。
【対象】0歳～3歳の親子
【定員】先着30人
【講師】水野千賀子先生

こども館
35-0063

5 金

10:00～11:00 ■タイルアートを楽しむ
【場所】六合　幼稚園
【内容】年長さんが卒業にむけ、タイルアートを楽しむ。カラフルな
タイルで、コースターを個人で製作します。
　講師を務める森下さんはで何十年か前に、六合幼稚園で初めて
タイルアートの講師をして以来、色々なイベントにも参加をしてい
ます。「僕にとって、六合幼稚園は、タイルアートの原点だ」とおっ
しゃっています。
【対象】年長２４名
【講師】島田市道悦森下　　進　様

六合幼稚園
３７－３５４６

4 木



7 日

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
【内容】職場のコミュニケーションで悩んでいることはありません
か。女性活躍の時代となり、女性が活躍する場は地域でも職場で
も広がっていっています。しかし、そういった場で「言いたいことが
うまく伝わらない」「相手の言いたいことが分からない」とモヤモヤ
した気持ちを抱えている人も多いかと思います。この講座で職場
で役立つコミュニケーション力を身に付けて、活躍へのきっかけに
してみませんか。
【定員】25人(先着順)
【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

14:00～14:30 ■ギャラリートーク「静と動　永井秀樹の筆致」
【場所】島田市博物館本館特別展示室
【内容】(内　容)　永井秀樹氏の作品の魅力についてお話ししま
す。
【対象】どなたでも
【定員】参加者多数の場合には入場を制限することがあります。
【講師】曳地真澄（島田市博物館学芸員）

博物館課
37‐1000

13:30～16:00 ■保育士就職支援セミナー『しまだDEほいく』　参加者募集（無料）
【場所】島田市民総合施設プラザおおるり３階　第３多目的室　大
会議室
【日程】
13：00　　　開場
13：30～　第１部　講演　｢やっぱり楽しい！保育のしごと（仮）｣
　　　　　　　　　　　　講師　松原美里氏（Umehana Relations代表）
14：30～　第２部　就職相談会
　　　　　　　　　　　　〇市内保育所・認定こども園等のスタッフによ
る施設紹介
　　　　　　　　　　　　〇保育士資格の取り方について
　　　　　　　　　　　　〇保育士就学資金等貸付制度について
　　　　　　　　　　　　〇島田市保育士等人材バンクの登録について
16：00　　　終了
【定員】３０人

保育支援課
0547-36-7195

09:30～ ■本会議（一般質問）
【場所】市議会議場
【内容】一般質問（個人質問）

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】図書館職員

島田図書館
36-7226

9 火

09:30～11:00 ■ブックスタート
【場所】保健福祉センター
【内容】職員が７か月児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

8 月

09:30～ ■本会議(一般質問）
【場所】市議会議場
【内容】一般質問（代表質問・個人質問）

議会事務局
0547-36-7205



11 木

10:30～11:30 ■幼児クラブ「閉講式」
【場所】こども館多目的室
【内容】お楽しみと閉講式です。
【対象】幼児クラブ会員（親子２歳児）

こども館
35-0063

10 水

09:30～ ■本会議（一般質問）
【場所】市議会議場
【内容】本会議（個人質問）

議会事務局
0547-36-7205

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

■予算・決算特別委員会　全体会
【場所】第１委員会室
【内容】付託議案について
※本会議終了後に開催

議会事務局
0547-36-7205

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

10:20～11:30 ■年長児とのお別れ会
【場所】園内
【内容】年長児とのお別れ会を全園児で行います。職員による寸
劇、各学年で年長児にうたのプレゼントをします。お花のアーチの
中を卒園児がくぐり、退場します。
【対象】全園児

みどり認定こども園
38-0057

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。
要予約。
【対象】０歳～３歳の親子
【定員】先着30人
【講師】水野千賀子先生

こども館
35-0063

09:30～ ■本会議（議案質疑）
【場所】市議会議場
【内容】議案質疑

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】山びこ親子読書会

島田図書館
36-7226



15 月

09:30～ ■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３委員会室
【内容】付託議案の審査等

議会事務局
0547-36-7205

14 日

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
【内容】「和菓子バル」を開催する。
島田市内には、「小饅頭」のように宿場町ゆえの伝統和菓子があ
り、和菓子店も多数ある。今回、来場者に川越し街道の江戸の風
情をより感じてもらうため、和菓子を食べてもらったり、着物を着て
街並みを歩いてたりと、和文化を楽しめる内容とした。
　島田商業高校の協力により、学生によるポスター作成・企画を実
施し、若者の地元への愛着醸成につなげる。
　川越し街道の利活用事業の一環として、旧東海道宿場町として
の街道文化及び魅力を当イベントを通じて情報発信し、「川越し街
道」のにおける賑わい創出を目指します。
【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

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

13:30～14:00 ■「海野光弘との旅の思い出」
【場所】博物館分館（海野光弘版画記念館）
【内容】 内容：前田氏に、スケッチ旅行の思い出など生前の海野
氏の貴重なお話
【対象】どなたでも
【定員】１２名（先着順
【講師】前田光一氏（版画家）

博物館課（分館）
0547－34－3216

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

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



第三保育園
37-2734

17 水

09:30～ ■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３委員会室
【内容】付託議案の審査等

議会事務局
0547-36-7205

16 火

09:30～ ■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３委員会室
【内容】付託議案の審査等

議会事務局
0547-36-7205

22 月

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6回　３月21日（日）峠越え～小夜の中山峠・薩埵峠・宇津谷峠
～
【講師】島田市博物館学芸員

博物館課
0547－37－1000

09:30～10:45 ■卒園式
【場所】園内
【内容】コロナ禍で様々な行事がとりやめ、または縮小されていま
すので、温かな心のこもった卒園式を計画しています。保護者の
方にも一言言ってもらったり、子どもから保護者にお花のプレゼン
トも計画しています（未定）。
【対象】年長児とその保護者

みどり認定こども園
38-0057

20 土

09:00～ ■卒園児を送る会
【場所】園内ホール
【内容】年長児の卒園を祝う
【対象】年長児・保護者
【定員】180

五和保育園
0547-45-3374

19 金

13:30～ ■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

18 木

09:30～11:00 ■おはなし会
【場所】第三保育園
【内容】おはなしペチカさんが来てくれ、手遊びや絵本、素話などを
聞かせてくれます。
【対象】園児

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

14:00～14:30 ■ギャラリートーク「静と動　永井秀樹の筆致」
【場所】島田市博物館本館特別展示室
【内容】(内　容)　永井秀樹氏の作品の魅力についてお話ししま
す。

【対象】どなたでも
【定員】参加者多数の場合には入場を制限することがあります。
【講師】曳地真澄（島田市博物館学芸員）

博物館課
37‐1000



24 水

09:45～11:45 ■ひとりじゃないでね！子育て応援講座
【場所】ウエルシア薬局島田道悦店内ウエルカフェスペース
【内容】子育てに必要な知識や情報を気軽に提供する「ひとりじゃ
ないでね」講座。
今回のテーマは「お薬」です。
お薬の飲ませ方や保存の仕方など、薬剤師さんからお薬のあれこ
れを教えてもらいながら、楽しく学びましょう。
【対象】妊婦・乳児を子育て中の方、乳幼児家庭の子育てを支援し
ている方
【定員】各6組　（計12組）
【講師】アサヒグループ食品株式会社　ウエルシア薬局株式会社

子育て応援課

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

27 土

09:00～11:00 ■卒園式
【場所】第三保育園
【内容】年長児の卒園式を行います。

第三保育園
37-2734

09:30～ ■本会議（最終日）
【場所】市議会議場
【内容】付託議案審査報告、議案採決等

議会事務局
0547-36-7205

25 木

09:30～ ■議会運営委員会
【場所】第１委員会室
【内容】本会議（最終日）の運営について

議会事務局
0547-36-7205

■卒園式
【場所】第一保育園
【内容】卒園児を送る。
【対象】年長児

第一保育園
３７－２９７７

26 金

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 ■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

10:30～12:30 ■春休みわくわくおたのしみ会
【場所】こども館多目的室
【内容】茶問屋ショーゴ人形劇「マーくんのいちねん」。こぐまの
マー君の一年を通した成長のお話しです。ミニ音楽会。要申込。
【対象】小学生
【定員】先着30人
【講師】茶問屋ショーゴ

こども館
35-0063



28 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

子育て応援課

30 火
31 水

29 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

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

10:30～11:00 ■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


