
4月3日(土)～6月13日(日) 島田市博物館　分館 34-3216
4月10日(土)～7月4日(日) 島田市博物館 37‐1000

5月13日(木)～6月1日(火) 金谷図書館 46-3246

6月1日(火)～6月30日(水) 島田図書館 36-7226
6月3日(木)～6月22日(火) 金谷図書館 46-3246
6月4日(金)～6月30日(水) しまだ大井川マラソンinリバティ実行
委員会事務局（観光課内） 36-7163
6月21日(月)～6月22日(火) 学校給食課 33-3055
6月24日(木)～7月13日(火) 金谷図書館 46-3246

収蔵品展海野光弘「古街道をゆくっ！」
令和３年度収蔵・企画展「カワゴシだもんで～愛と絆の川場ス
トーリー」
金谷図書館展示コーナー「金谷公民館　げんきキッズわくわく
クラブ展」
本のテイクアウト
金谷図書館展示コーナー「金谷宿大学　切り絵作品展」
第13回しまだ大井川マラソンinリバティのエントリー

学校給食市民試食会
金谷図書館展示コーナー「静岡河川事務所島田出張所　大井
川の歴史について」

島田図書館
36-7226

火1

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

3 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

19:30～21:00 ■「ワンバウンドふらば～るバレーボール」教室参加者募集
【場所】初倉中学校　体育館
【内容】一度バウンドしたボールをレシーブすることから始まるバ
レーボールのようなスポーツ。ボールはおにぎり形のため、バウン
ドした後、思いもよらぬ方向に弾むこともあり、みんなで笑い、盛り
上がることのできるスポーツです。ボールはビニール製の柔らか
いもので、初めての方でも楽しめます。ぜひ、ご参加ください。
【対象】市内在住・在勤の18歳以上の人
【定員】30人

スポーツ振興課
36-7219

【6月分】

6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～ ■時計屋さんのお話
【場所】なかよしホール
【内容】本通り四丁目の藁科時計屋さんが、時の記念日に合わせ
て色々な時計を紹介してくれます
【対象】在園児

みどり認定こども園
38-0057

2 水

09:30～11:30 ■食育講座
【場所】二階保育室
【内容】魚の解体ショーを見たり、解体した魚を焼いていただき、味
わいます。
【対象】幼児
【定員】35人
【講師】マックスバリューおさかな博士：滝野さん

こばと保育園
35-5177

11:00～11:20 ■おはなしギフト
【場所】ぐぅ・ちょき・ぱぁ（島田第一中学校）
【内容】子育て支援センター等に図書館員等が出向き、未就園児
を持つ保護者に読み聞かせの大切さを伝えながら、未就園児と保
護者向けに絵本の読み聞かせや手遊び等を行う。
【対象】来場した乳幼児とその保護者
【講師】読み聞かせボランティア

島田図書館
36-7226



4 金

09:30～11:30 ■幸せ未来のここカラダ講座を開催します
【場所】保健福祉センターはなみずき
【内容】※３回１コースです

１回目：体組成・骨密度・血圧などの測定
保健師・栄養士・歯科衛生士による健康相談
２回目　６月18日(金)9:30~12:00：栄養講座・ヘルシー料理教室（調
理実習）　託児つき
３回目　６月25日(金)9:30~11:30：ヨガなどの運動教室　（実際に体
を動かします）　託児つき

【対象】市内在住の３５～５０歳までの女性
【定員】２０人
【講師】健康づくり課保健師・栄養士・歯科衛生士

健康づくり課健康支援
係
34-3281

16:00～17:00 ■議長・副議長になろうとする議員の所信表明会
【場所】第３委員会室
【内容】所信表明会

議会事務局
36-7205

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

19:00～20:30 ■第５回　島田市総合計画審議会を開催します
【場所】島田市役所４階　第三委員会室南・北
【内容】
・この審議会は、第２次島田市総合計画後期基本計画（令和４～
７年度）の策定のため、島田市総合計画審議会条例に基づき開
催するものです。
・今回の会議では、後期基本計画に掲載する各施策の内容（文
章）や、後期基本計画期間で重点的に取り組む”未来につなぐ３
大戦略”について、審議会委員の皆様に御審議いただく予定で
す。
【対象】総合計画審議会委員

戦略推進課総合政策担
当
36-7120

5 土

08:30～11:30 ■親子ふれあい会
【場所】ローズアリーナ
【内容】親子・保育者とふれあい遊びを楽しむ(学年グループ毎・時
間指定)
【対象】2歳以上
【定員】各グループ120名程度（親子）

五和保育園
45-3374

09:30～12:00 ■第11回みんなで歩こうトランポウォーク
【場所】ローズアリーナ　メインアリーナ
【内容】第11回みんなで歩こうトランポウォーク参加者を募集しま
す。
スポーツ推進委員の指導のもと、基本ウォークから音楽に合わせ
たリクリエーションウォークまで、トランポウォークを楽しみながら
汗を流すイベントです。
トランポウォークは足腰への負担が軽く、誰でも気軽に参加できま
す。
ダイエットにも効果的。
たくさんの応募をお待ちしています。
【対象】市内在住・在勤・在学の18歳以上の者
【定員】100人

スポーツ振興課
36-7219

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

6 日

09:00～12:00 ■令和３年度　島田市土砂災害に対する防災訓練
【場所】川根町家山西向地区
【内容】
・大雨洪水警報、土砂災害警戒情報の発表に伴う、注意喚起や避
難勧告の発令を想定した住民参加の情報伝達訓練
・土砂災害の危険箇所の現地確認

危機管理課
36-7143



川根図書館
53-2289

14:30～15:00 ■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

14:30～15:00 ■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

10:00～11:30 ■おはなし宅配便
【場所】認定子ども園　エルフのみらい
【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
【講師】図書館職員

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

8 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

7 月

10:00～11:30 ■おはなし宅配便
【場所】認定子ども園　エルフのみらい
【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

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 水

■おはなしペチカ
【場所】第一保育園
【内容】絵本や手遊びなどのお話を聞く
【対象】全園児

第一保育園
37-2977

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



10 木

■歯科検診
【場所】第一保育園
【内容】歯科検診をする
【対象】全園児

第一保育園
37-2977

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。
受付開始：5月25日（火）から
【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

09:30～17:00 ■本会議（初日：議会構成）
【場所】議場、委員会室
【内容】本会議（初日：議会構成）
正副議長選挙、常任委員・議会運営委員選任、正副委員長互選
など

議会事務局
36-7205

11 金

09:30～11:00 ■議会運営委員会
【場所】第１委員会室
【内容】６月定例会の議案の取り扱いについてなど

19:30～21:00 ■「ニュースポーツ教室」参加者募集
【場所】ローズアリーナ　サブアリーナ
【内容】トランポウォークやファミリーバドミントン、ペタンク、ワンバ
ンドふらば～るバレーボール等、様々なニュースポーツを楽しむこ
とができる欲張りな教室です。お気軽にご参加ください。
【対象】市内在勤・在住の18歳以上の人
【定員】30人

スポーツ振興課
36-7219

議会事務局
36-7205

14:00～14:30 ■ギャラリートーク「学芸員が語る、カワゴシの愛と絆」
【場所】島田市博物館　本館　特別展示室
【内容】カワゴシに残された、歴史とエピソードを、学芸員が史料を
もとに解説します。
【対象】どなたでも
【定員】とくになし（ただし、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】島田市博物館　学芸員

島田市博物館
37-1000

13:30～17:00 ■議員連絡会・全員協議会
【場所】議場
【内容】一部事務組合・当局側からの報告など

議会事務局
36-7205

12 土

08:45～11:30 ■乳児親子ふれあい会
【場所】保育室
【内容】講師を招いて、わらべうたなどふれあいあそびを楽しみま
す。
【対象】乳児＋乳児保護者
【定員】46人
【講師】サンロフト：橋ケ谷さん

こばと保育園
35-5177

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 月

15 火

■リトミック
【場所】第一保育園
【内容】音に合わせて体を動かす
【対象】２－５歳児

第一保育園
37-2977

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 日

13:15～15:45 ■わくわくアトリエ
【場所】島田市博物館　本館　整理工作室
【内容】色々な素材を使って工作を行うワークショップです。
4/11（日）かわいい指スタンプアート
5/9（日）紙のステンドグラス　ローズウインドウ
6/13（日）たたいて、塗って、楽しいホイルのミニ立体絵
7/11（日）ふしぎ模様のマーブリングレター
9/12（日）お月見スイーツデコのカード立て
10/10（日）カット木材で自由に作ろう
11/14（日）きれい！ドローイング紙すき～冬で描こう～
12/12（日）小枝と毛糸でつくる北欧調オーナメント
1/9（日）かわいい干支の起き上がりこぼし
2/13（日）糸に絵の具をつけて、糸引きアート
3/13（日）伸びるクレープ紙でチューリップをつくろう
【対象】5才～小学生（未就学児は保護者同伴）
【定員】各回15名
【講師】博物館職員

島田市博物館
37-1000

10:00～11:00 ■おはなし宅配便
【場所】島田市立第三保育園
【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】60人
【講師】まめっちょ

島田図書館
36-7226

09:30～11:00 ■ありがとうの日
【場所】二階保育室
【内容】園児からメッセージとお花で、地域で日頃お世話になって
いる方々に、感謝の気持ちを伝えます。
【対象】全園児
【定員】57人

こばと保育園
35-5177

19:00～21:00 ■市内学校体育館・ナイター予約システム説明会の開催
【場所】島田市プラザおおるりホール（中央町）
【対象・日時・会場】
①対象団体：川根中学校区・金谷中学校区・北中学校区・初倉中
学校区に所在する団体
　日　　時：６月15日（火）19:00～20:30
　会　　場：島田市プラザおおるりホール（中央町）
②対象団体：島田第一中学校区・島田第二中学校区・六合中学
校区に所在する団体
　日　　時：６月17日（木）19:00～20:30
　会　　場：島田市プラザおおるりホール（中央町）
【内容】
施設予約システムの概要
施設予約システムの運用方法
施設予約システムの運用スケジュール

【対象】市内に所在する団体
【定員】約100人

スポーツ振興課
36-7223



12:00～13:00 ■市関係者の学校給食試食会
【内容】
ふるさと給食週間に併せて、市の関係者が学校に出向き、授業の
様子や給食の様子をを見学する。
６月15日（火）六合中学校に市長、副市長、市議会議員、教育委
員等が参加、島田第五小学校に副市長、市議会議員、教育長、
教育委員等が参加します。試食会は、参加者が配膳などの給食
の様子を知るとともに、学校給食に対する理解を深めることを目
的としています。
【場所】六合中学校、島田第五小学校
【対象】市長、副市長、市議会議員、教育委員、教育長、教育部
長、学校教育課長、学校給食課長

学校給食課
33-3055

19:00～21:00 ■市内学校体育館・ナイター予約システム説明会の開催
【場所】夢づくり会館ホール（島550番地の2）
【内容】
【対　　象】市内に所在する団体
【日　　時】６月15日（火）19:00～20:30
【会　　場】夢づくり会館ホール（島550番地の2）
【内　　容】①施設予約システムの概要　②施設予約システムの運
用方法　③施設予約システムの運用スケジュール

【対象】市内に所在する団体
【定員】約200人

スポーツ振興課
36-7223

10:00～11:10 ■おはなし宅配便
【場所】五和幼稚園
【内容】絵本の読み聞かせ・紙芝居・手遊び　等
１・２・３歳児①10:00～10:20
４歳児②10:25～10:45
５歳児③10:50～11:10
【対象】①40人　②45人　③45人
【講師】金谷図書館職員・島田おはなしの会

金谷図書館
46-3246

19:30～21:00 ■「ワンバウンドふらば～るバレーボール」体験教室参加者募集
【場所】北部体育館
【内容】一度バウンドしたボールをレシーブすることから始まるバ
レーボールのようなスポーツ。ボールはおにぎり形のため、バウン
ドした後、思いもよらぬ方向に弾むこともあり、みんなで笑い、盛り
上がることのできるスポーツです。ボールはビニール製の柔らか
いもので、初めての方でも楽しめます。ぜひ、ご参加ください。
【対象】市内在住・在勤の18歳以上の人
【定員】30人

スポーツ振興課
36-7219

16 水

09:30～10:00 ■プール開き
【場所】園内プール等（学年ごとに異なる）
【内容】プール開きの御祈祷・初遊び
【対象】全園児
【定員】280人

五和保育園
45-3374

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



19:00～21:00 ■市内学校体育館・ナイター予約システム説明会の開催
【場所】島田市プラザおおるりホール（中央町）
【対象・日時・会場】
①対象団体：川根中学校区・金谷中学校区・北中学校区・初倉中
学校区に所在する団体
　日　　時：６月15日（火）19:00～20:30
　会　　場：島田市プラザおおるりホール（中央町）
②対象団体：島田第一中学校区・島田第二中学校区・六合中学
校区に所在する団体
　日　　時：６月17日（木）19:00～20:30
　会　　場：島田市プラザおおるりホール（中央町）
【内容】
施設予約システムの概要
施設予約システムの運用方法
施設予約システムの運用スケジュール
【対象】市内に所在する団体
【定員】約100人

スポーツ振興課
36-7223

17 木

09:00～09:30 ■議会運営委員会
【場所】第１委員会室
【内容】本会議一般質問の割り振り

議会事務局
36-7205

10:00～10:30 ■おはなし宅配便
【場所】こばと保育園
【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】35人
【講師】図書館職員

島田図書館
36-7226

09:30～12:00 ■本会議（議案上程）
【場所】議場
【内容】議案の上程

議会事務局
36-7205

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

19:30～21:00 ■「ニュースポーツ教室」参加者募集
【場所】ローズアリーナ　サブアリーナ
【内容】トランポウォークやファミリーバドミントン、ペタンク、ワンバ
ンドふらば～るバレーボール等、様々なニュースポーツを楽しむこ
とができる欲張りな教室です。お気軽にご参加ください。

【対象】市内在勤・在住の18歳以上の人
【定員】30人

スポーツ振興課
36-7219

18 金

■交通教室
【場所】第一保育園
【内容】交通ルールを学ぶ
【対象】４，５歳児

第一保育園
37-2977



21 月

09:30～10:00 ■プール開き
【場所】二階保育室
【内容】プール遊びでの注意事項や約束を聞きます。うたや体操を
してシャワーを浴びた後、各クラスごとプールに入り、水遊びを楽
しみます。
【対象】全園児
【定員】57人

こばと保育園
35-5177

20 日

13:30～15:00 ■令和3年度博物館講座「引っかいて描く線！銅版画にトライ」
【場所】博物館本館整理工作室
【内容】ちょっと珍しい、線の版画講座です。鉄筆を使って金属板
に傷をつけて作る、版画作品を完成させます。
博物館分館で展示中の海野光弘の木版画を例に、画面を飛び出
して自由にのびる「線」を見つけていきます。
自分の線で、自分の版画を制作してみましょう！

3回連続講座で、第１クール、第２クール共に同内容になります

第1回　海野光弘版画はどんな線でできているの？～版画のいろ
いろ
第2回　自分の線を引っかき技法で技法で描く～自作版画制作①
第3回　プレス機で本格的な刷り～自作版画②

【対象】中学生以上
【定員】各１５名（先着順）
【講師】柳本尚子（会計年度職員）

島田市博物館（37-
1000）

13:30～14:30 ■手作りワーク「父の日のプレゼント作り」
【場所】こども館多目的室
【内容】「パラコードブレスレット」を作ります。申込期間：5月25日
（火）～6月17日（木）
【対象】小学２年生以上
【定員】15人

こども館
35-0063

10:00～11:00 ■身も心もリラックス　癒しのヨガ教室
【場所】ローズアリーナ２階武道場
【内容】やさしいポーズ（アーサナ）をしながら、深い呼吸に合わせ
て心地よく動きます。
【対象】市民　初心者の方もお気軽にご参加ください
【定員】先着30名
【講師】ローズアリーナ講師　榑松氏

健康づくり課　34-3281
ローズアリーナ　37-
4539

19 土

09:30～11:45 ■おうちで活けよう！ーお花のある生活ー
【場所】プラザおおるり　第３多目的室
【内容】島田市文化協会が主催する華道教室の受講生を募集して
います。
若い世代の方にも気軽に楽しんでいただける活け花教室です。

開催日時：令和３年６月19日（土）、７月24日（土）、10月９日（土）、
12月18日（土）、令和４年２月26日（土）
各日9：30～11：45頃
開催場所：プラザおおるり　第３多目的室
対象：島田市内在住在学在勤の小学生以上
受講料：無料
花材代：1回につき1,000円（お花は受講後持ち帰り、家で活けてみ
ましょう）
申込方法：所定の用紙に教室名・氏名・住所・電話番号を明記の
上、島田市文化協会事務局へ提出（ファックス可）
申込締切：令和３年４月23日（金）
講師：島田市華道連盟・増田みさ子（国風華道会・増田光知）
お問合せ：島田市文化協会事務局（島田市中央町5-1　Tell･
Fax0547-36-5420）
【対象】島田市内在住在学在勤の小学生以上
【定員】無し
【講師】島田市華道連盟・増田みさ子（国風華道会・増田光知）

島田市文化協会事務局
36-5420



22 火

■プール開き
【場所】第一保育園
【内容】プール開きを各クラスで開催する
【対象】全園児

第一保育園
37-2977

10:00～10:30 ■おはなし宅配便
【場所】たけのこ保育園
【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】27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

10:00～10:30 ■おはなし宅配便
【場所】伊久美幼稚園
【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

24 木

■内科検診
【場所】第一保育園
【内容】内科検診を行う
【対象】全園児

第一保育園
37－2977

23 水

16:30～19:00 ■オリンピック聖火リレー「ラジオ生中継」について
【内容】６月23日(水)にオリンピック聖火リレーが島田市(川越遺跡
(川会所前)～おび通り)を通過します。
コロナ禍の中、公道を走る聖火リレーについては、実施主体であ
る組織委員会や実行委員会(静岡県)から、NHKのライブストリーミ
ング視聴の推奨や沿道の観覧者に対して、マスク着用、三密回
避、大声を出さない等が呼びかけられている状況です。
当市では、沿道に行かなくても聖火リレーの様子を体感できるよう
に、独自の方法として「FM島田による聖火リレーLIVE中継」を実施
します。
６月23日(水)16時30分～19時00分に放送される番組「g-sky☆い
ぶにんぐJAM！」内で、聖火リレーの通過時間に合わせてLIVE中
継を行います。
【応援メッセージ募集】
「沿道に行けないけどランナーを応援したい！」という方向けに、
応援メッセージを募集します。
生中継放送中に皆さんのメッセージを読み上げます！
・メッセージ受付期間
　６月22日(火)まで(聖火リレー前日まで)
・メッセージ送付先
　文化資源活用課　e-mail：b-katsuyou@city.shimada.lg.jp
　　　　　　　　　FAX：0547-36-7815
　ＦＭ島田　e-mail：info@g-sky765.jp
　　　　　　FAX：0547-34-5700

【注意事項】
新型コロナウイルス感染拡大状況により、公道でのリレー中止等
が決定された場合、中継の中止や中継内容の変更をする可能性
があります。

文化資源活用課
36-7214

19:30～21:00 ■「ニュースポーツ教室」参加者募集
【場所】ローズアリーナ　サブアリーナ
【内容】トランポウォークやファミリーバドミントン、ペタンク、ワンバ
ンドふらば～るバレーボール等、様々なニュースポーツを楽しむこ
とができる欲張りな教室です。お気軽にご参加ください。

【対象】市内在勤・在住の18歳以上の人
【定員】30人

スポーツ振興課
36-7219



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

10:30～11:30 ■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

28 月

09:30～17:00 ■本会議（一般質問）
【場所】議場
【内容】一般質問

議会事務局
36-7205

27 日

議会事務局
36-7205

30 水

31

29 火

09:30～17:00 ■本会議（一般質問）
【場所】議場
【内容】一般質問

26 土

10:30～11:30 ■リフレッシュタイム
【場所】こども館多目的室
【内容】ママも楽しいヨガ。ヨガで日ごろの疲れをとりましょう。お子
さんと一緒の参加はできません。申込期間：5月25日（火）～6月20
日（日）
【対象】18歳以下の子どもさんの保護者
【定員】15人
【講師】飯田はづき先生

こども館
35-0063

こども館
35-0063

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

25 金

09:30～17:00 ■本会議（一般質問）
【場所】議場
【内容】一般質問

議会事務局
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

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


