
10:45～12:10 ■園児引き渡し訓練
【場所】みどり認定こども園
【内容】保育中に災害情報が発令されたことを想定、保護者にお
迎えをお願いし「引き渡し訓練」を行う。誰が引き取りに来るのか、
お迎え手段等を記入した「引き渡し票」を提示してもらう。
【対象】全園児とその保護者

みどり認定こども園
38-0057

4 土

14:00～15:30 ■すこやか太極拳教室
【場所】ロースアリーナ２階武道場
【内容】太極拳は、呼吸に合わせてゆっくりと同じ速さで動き続け
る、衝撃が極めて少ない全身運動で、いつでもどこでも誰でもでき
る運動です。
【対象】初心者歓迎
【定員】３０名
【講師】小山先生

ローズアリーナ
37-4539

19:30～21:00 ■「ニュースポーツ教室」参加者募集
【場所】川根体育館
【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
ウンドふらば～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

【9月分】

9月定例記者懇談会広報素材（予定）

日 曜 時間 行事 連絡先

6 月

5 日

10:00～15:00 ■ちょっと昔のおもしろ体験
【場所】島田市博物館　分館・日本家屋
【内容】島田市博物館分館に収蔵している民具などを使用して、昔
の暮らしを体験するワークショップです。
4/4（日）昔のおもちゃで遊ぼう
7/4（日）昔の夏のくらしを体験しよう
9/5（日）昭和のヒット曲をレコードで聴いてみよう
12/5（日）昔の冬のくらしを体験してみよう
3/6（日）昔の家事を体験しよう～アイロン編～
【対象】どなたでも
【定員】（参加者多数の場合は、少し待っていただくことがありま
す。）
【講師】博物館職員

島田市博物館　分館
34-3216

7月17日(土)～10月3日(日) 博物館課 37－1000
8月26日(木)～9月14日(火) 金谷図書館 46-3246
9月16日(木)～10月5日(火) 金谷図書館 46-3246

収蔵品展 ひそやかな恋心
金谷図書館展示コーナー「さくら書の会」
金谷図書館展示コーナー「東京2020オリンピック直前合宿写真
展」

保育支援課
37-2977

水1

10:00～11:00 ■総合防災訓練
【場所】第一保育園
【内容】南海トラフ地震を予定した地震発生の避難訓練。火災発生
後職員がバケツリレーを行う。
【対象】全園児

3 金

2 木



10:20～10:40 ■おはなしギフト
【場所】元島田きしゃぽっぽ（元島田公会堂）
【内容】子育て支援センター等に図書館員が出向き、未就園児を
持つ保護者に読み聞かせの大切さを伝える。
【対象】未就園児を持つ保護者
【講師】図書館員

島田図書館
36－7226

14 火

■予算・決算特別委員会全体会
【場所】第１委員会室
【内容】議案の分科会への審査委嘱
※本会議（議案質疑）終了後に開催

議会事務局
36-7205

13 月

09:45～11:00 ■お月見会
【場所】ゆたか保育園各保育室
【内容】お月見ってなんだろう？年齢に合わせて由来を知り親しみ
を持ち、行事食やおやつも通して楽しむ1日です。
【対象】全園児

ゆたか保育園
35-1176

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

議会事務局
36-7205

10 金

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

議会事務局
36-7205

12 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。
9/12（日）お月見スイーツデコのカード立て
【対象】5才～小学生（未就学児は保護者同伴）
【定員】15名
【講師】博物館職員

島田市博物館
0547-37-1000

11 土

9 木

09:00～09:30 ■議会運営委員会
【場所】第１委員会室
【内容】資料要求の取り扱いについて、追加議案の取り扱いにつ
いて
※案件があった場合に開催

議会事務局
36-7205

8 水

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

議会事務局
36-7205

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

11:00～11:20 ■おはなしギフト
【場所】すまいるハウスたまご（歩歩路）
【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る。
【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

7 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



14:25～15:15 ■読み聞かせ会
【場所】静岡県立金谷高等学校
【内容】１年生に向けて、絵本の読み聞かせとブックトークを行う。
【対象】静岡県立金谷高等学校１年生
【講師】金谷図書館職員

金谷図書館
46－3246

17 金

09:30～17:00 ■総務生活分科会・常任委員会
【場所】第３委員会室
【内容】付託議案の審査

議会事務局
36-7205

16 木

09:30～17:00 ■経済建設分科会・常任委員会
【場所】第３委員会室
【内容】付託議案の審査

議会事務局
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

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

15 水

09:30～17:00 ■厚生教育分科会・常任委員会
【場所】第３委員会室
【内容】付託議案の審査

議会事務局
36-7205

09:30～17:00 ■本会議（議案質疑）
【場所】議場
【内容】本会議・議案質疑

議会事務局
36-7205

21 火

20 月

19 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
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）

博物館課
37-1000

18 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

島田図書館
36-7226

17:00～20:30 ■「第16回 蓬萊橋観月会」
【場所】 蓬莱橋897.4茶屋周辺
【目的】島田市が誇る木造歩道橋「蓬莱橋」を会場に、出演者と来
場者が共に楽しめる催しです。
文化協会加盟団体のほか市内で活動する団体・個人にも参加を
呼び かけ、日頃の活動を披露する場を提供し、発表の場が広が
ることを募集の目的としています。
【内容】 芸能一般（楽器演奏、声楽、邦楽、民謡、踊りなど）
※雨天順延　19日（日）

島田市文化協会事務局
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

10:30～11:00 ■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

10:00～11:00 ■運動会総練習
【場所】第一保育園
【内容】幼児が運動会の総練習を行う。
【対象】３－５歳

保育支援課
37-2977

議会事務局
36-7205

30 木

09:30～17:00 ■本会議（最終日）
【場所】議場
【内容】本会議・最終日

議会事務局
36-7205

29 水

09:30～12:00 ■議会運営委員会
【場所】第１委員会室
【内容】本会議（最終日）の議案の取り扱いについて

26 日

28 火

09:45～10:30 ■誕生会
【場所】ゆたか保育園各保育室
【内容】９月生まれの誕生児は花冠や王冠を身に着け、歌やお楽
しみで９月生まれの誕生児をお祝いします。
【対象】全園児

ゆたか保育園
35-1176

27 月

24 金

09:45～10:15 ■おはなし宅配便
【場所】子ども発達支援センターふわり
【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】読み聞かせボランティア

島田図書館
36-7226

25 土

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

09:30～11:00 ■ママフィットネス開催
【場所】島田図書館2階フロア
【内容】休館日の図書館フロアでゆるくて楽しいフィットネスを行い
ます。
フィットネスの後は、休館日の図書館を巡るツアーも実施します
【対象】図書館カードを持っている、子育て中の母親
【定員】15
【講師】櫻井ゆかりさん

島田図書館
36-7226

23 木

22 水

09:30～12:00 ■予算・決算特別委員会全体会
【場所】第１委員会室
【内容】委員会採決（補正・決算）

議会事務局
36-7205



11:00～11:20 ■おはなしギフト
【場所】ひよこ（五和保育園子育て支援センター）
【内容】子育て支援センターなどで、おはなし会を開きます。
赤ちゃん絵本の読み聞かせ、わらべうた、手遊びの実施します。
【対象】未就園児と親
【定員】約15組
【講師】読み聞かせボランティア

金谷図書館
46－3246

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　10月11日(月)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　10月29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

31


