
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

10月2日(土)～12月5日(日) 博物館課 37-1000
10月28日(木)～11月23日(火) 金谷図書館 46-3246
10月28日(木)～11月16日(火) 金谷図書館 46-3246
11月6日(土)～11月7日(日) 山岸運送株式会社（三輪） 38-
3145
11月10日(水)～11月17日(水) 納税課 36-7138
11月17日(水)～11月18日(木) 学校給食課 33-3055
11月18日(木)～12月7日(火) 金谷図書館 46-3246
11月25日(木)～1月16日(日) 金谷図書館 46-3246

第86回企画展(本館・分館共同展)　八木幾朗　墨画考
金谷図書館　どんぐりカード
金谷図書館展示コーナー「金谷宿大学　写真教室受講生作品
展」
野球で元気を届けたい！ザ・島田シリーズ開催！！
令和3年度「税に関する作品」の展示
学校給食市民試食会
金谷図書館展示コーナー「金谷中学校総合文化部作品展」
金谷図書館　ひみつカード

秘書課
36-7117

月1

10:00～11:00 ■令和３年度島田市表彰式
【場所】プラザおおるり３階大会議室
【内容】今年度は、個人14名・２団体の方が受賞されます。
（地方自治功労３名、体育振興功労１名、保健衛生功労２名・１団
体、消防功労７名、市政推進功労１名、善行功労１団体）

【11月分】

11月定例記者懇談会広報素材（予定）

日 曜 時間 行事 連絡先

14:00～16:00 ■島田市地域子育て支援センター担当者連絡会
【場所】おび・りあ４階多目的室、島田図書館
【内容】子育て支援センター担当者を対象に、子どもの読書活動・
乳幼児向けの絵本選書等についての講座を実施する。併せて、
図書館の児童フロアの見学も行う。
【対象】子育て支援センター担当者
【定員】３０名
【講師】図書館職員

島田図書館
36-7226

17:30～18:30 ■令和3年度島田市芸術文化奨励賞授与式
【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
【内容】受賞者：津軽三味線奏者　大塚晴也さん
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

社会教育課
36-7966

5 金

09:30～11:00 ■島田市立初倉南小学校施設見学受け入れ
【場所】島田図書館
【内容】児童が図書館の利用方法を学ぶ
【対象】島田市立初倉南小学校２年児童
【定員】57人

島田図書館
36-7226

4 木

10:30～11:30 ■幼児クラブ「親子体操」
【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

3 水



7 日

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

6 土

08:30～11:30 ■生活発表会（乳児）
【場所】園内ホール
【内容】クラスごとに普段の生活の様子を発表する
【対象】0.1.2歳児
【定員】園児約100名、保護者約200名（予定）

五和保育園
45-3374

10:30～11:00 ■おはなし宅配便
【場所】認定こども園伊久身幼稚園
【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
【対象】3～5歳児
【定員】15人
【講師】図書館ボランティア

島田図書館
36-7226

14:00～16:00 ■本の修理講座講座（１日目）
【場所】おび・りあ４階　多目的室
【内容】本の構造・本の修理方法を学ぶ講座。
【定員】１５名
【講師】長野　將人氏

島田図書館
36-7226

12:30～13:15 ■ビブリオバトルin川根小
【場所】川根図書館
【内容】川根小児童によるビブリオバトル
【対象】川根小児童

川根図書館
53-2289

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

10:00～15:00 ■おはなしマラソン
【場所】おび・りあ４階　多目的室
【内容】読み聞かせグループと図書館職員による紙芝居や絵本の
読み聞かせ
午前10時～11時30分
午後1時30分～３時
【対象】市民
【講師】読み聞かせグループと図書館職員

島田図書館
36-7226

13:30～16:00 ■保育士就職支援セミナー しまだDEほいく
【場所】プラザおおるり３階　第三多目的室・大会議室
【内容】第一部　講演会
　テーマ　「やっぱり楽しい！保育のしごと」
　講　師　松原美里氏（保育コミュニケーション協会代表）

第二部　就職相談会
　市内保育所・認定こども園のスタッフによる就職・実習相談会
　保育士資格の取り方・保育士就学資金貸付制度の相談
　島田市保育士等人材バンクの登録

【対象】保育士・保育教諭として就職を希望する方、保育士・保育
教諭養成校の学生、保育の仕事に興味のある方
【定員】30人

保育支援課
36-7195

8 月



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。
申込開始：11月10日（水）から
【対象】０歳～３歳の親子
【定員】30人
【講師】水野千賀子先生

こども館
35-0063

09:45～10:30 ■七五三祝い会
【場所】1階保育室　2階保育室
【内容】乳児と幼児に分かれて、七五三クイズやお楽しみを見たり
して大きくなったことを喜びみんなでお祝いをします。
【対象】全園児
【定員】63名

こばと保育園
35-5177

10 水

09:30～12:00 ■議会運営委員会
【場所】第１委員会室
【内容】11月定例会会期日程について　など

議会事務局
0547-36-7205

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

13:30～15:00 ■花育教室
【場所】園庭
【内容】園児が自分だけの寄せ植えを作り、世話をする
【対象】年長児
【定員】60名程度（年長児）

五和保育園
45-3374

10:00～12:00 ■収穫祭
【場所】島田学園付属　　幼稚園園庭
【内容】自然の恵みや食べ物をいただけることに感謝し、楽しくお
祭りをします。年長児の作ったおみこしの練り歩きや子ども学園太
鼓の披露、最後にお楽しみのお店屋さんでのお買い物をします。
【対象】園児

認定こども園島田学園
付属幼稚園
37-3252

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

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】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

川根図書館
53-2289

19:30～21:00 ■「トランポウォーク」参加者募集
【場所】川根地区センター
【内容】小さなトランポリンの上で行うウォーキングです。
足腰への負担が少なく、肩こりや腰痛の改善に繋がります。
ダイエットやメタボ改善にも効果的です。
【対象】18歳以上の市内在住・在勤の方
【定員】30名

スポーツ振興課
36-7219

11 木

10:00～10:30 ■おはなし宅配便
【場所】六合幼稚園
【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】90人
【講師】図書館職員

島田図書館
36-7226



13 土

09:30～17:30 ■川根図書館　本・雑誌の無料配布
【場所】川根図書館
【内容】不要となった本・雑誌を利用者に無料配布する。

川根図書館
53－2289

16 火

10:00～11:00 ■おはなし宅配便
【場所】島田聖母保育園
【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】55人
【講師】図書館ボランティア

島田図書館
36-7226

15 月

09:30～10:00 ■七五三を祝う会
【場所】園内ホール
【内容】七五三の由来を学び、成長を喜ぶ。ご祈?をしてもらう。
【対象】年少・年長児
【定員】120名程度（年少・年長児）

五和保育園
45-3374

14:00～16:00 ■本の修理講座講座（２日目）
【場所】おび・りあ４階　多目的室
【内容】本の構造・本の修理方法を学ぶ講座。
【定員】１５名
【講師】長野　將人氏

島田図書館
36-7226

11:00～12:00 ■♪たのしくダンス♪フィットネス
【場所】ローズアリーナ武道場
【内容】レッスン紹介：テンポの良い音楽をカラダ全体で浴びながら
踊ります。非日常空間の中で楽しく汗を流してストレス解消しましょ
う！
【対象】初心者歓迎
【定員】３０名

健康づくり課
34-3281

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 日

09:30～17:30 ■川根図書館　本・雑誌の無料配布
【場所】川根図書館
【内容】不要となった本・雑誌を利用者に無料配布する。

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】大津お話の会

島田図書館
36-7226

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。
【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

10:30～11:30 ■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。申込開始：11月14日（日）から
【対象】０歳～１歳の親子
【定員】10人
【講師】杉本亜由美先生

こども館
35-0063



18 木

10:00～10:30 ■おはなし宅配便
【場所】認定子ども園　エルフのゆめ
【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
【対象】５歳児
【定員】26人
【講師】図書館職員

島田図書館
36-7226

17 水

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

20 土

08:30～11:30 ■生活発表会（3.4歳）
【場所】園内ホール
【内容】クラスごとに普段の生活の様子を発表する
【対象】年少・年中児
【定員】園児約120名保護者約240名（予定）

五和保育園
45-3374

19 金

09:30～12:00 ■議会運営委員会
【場所】第１委員会室
【内容】11月定例会提出議案について　など

議会事務局
0547-36-7205

19:30～21:00 ■「トランポウォーク」参加者募集
【場所】川根地区センター
【内容】小さなトランポリンの上で行うウォーキングです。
足腰への負担が少なく、肩こりや腰痛の改善に繋がります。
ダイエットやメタボ改善にも効果的です。
【対象】18歳以上の市内在住・在勤の方
【定員】30名

スポーツ振興課
36-7219

09:45～10:45 ■収穫感謝祭
【場所】1階保育室　２階保育室
【内容】乳児と幼児に分かれて地域でお世話になっている方々を
訪問し、保育園の畑で育てた野菜や園児の家庭から持ち寄った
果物・野菜を感謝の気持を込めて渡します。収穫を喜び、感謝をし
ます。
【対象】全園児
【定員】63名

こばと保育園
35-5177

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

13:30～17:00 ■議員連絡会・全員協議会
【場所】議場
【内容】議員連絡会：閉会中の常任委員会の報告　など
全員協議会：当局側からの事業報告　など

議会事務局
36-7205

13:00～16:30 ■健幸アンバサダー養成講座を開催します
【場所】保健福祉センターはなみずき　３階研修室
【講座内容】
①生活習慣病予防　②サルコペニア・フレイル予防
③健幸とまちづくりの関係　④転ばない体づくりのための筋トレ法
⑤上手に情報を伝えるための方法
※最後に「健幸アンバサダー認定証」が授与されます。
【対象】健幸アンバサダーに認定されていない島田市民
【定員】50人
【講師】スマートウエルネスコミュニティ協議会講師

健康づくり課
34-3281



23 火

22 月

24 水

09:30～17:00 ■11月定例会（初日）
【場所】議場
【内容】議案上程　など

議会事務局
36-7205

14:00～15:00 ■ぬいぐるみの図書館おとまり会（一日目）
【場所】島田図書館
【内容】子供のぬいぐるみに図書館の探検をしてもらうおとまり会。
一日目は、子供とぬいぐるみが一緒におはなし会に参加後、ぬい
ぐるみを預かり、夜間に図書館内でぬいぐるみを撮影する。
【対象】参加者募集に当選した子供
【定員】10組

島田図書館
36-7226

09:30～11:00 ■「見て・感じて・楽しもう」大きくなったねの会
【場所】ローズアリーナ　サブアリーナ
【内容】親子運動会大きくなった子どもの姿を親や子ども自身が感
じる日。身体を使った遊びを参加者皆で楽しみます。見どころは、
日々の保育で行っている「リトミック」の披露と身体を動かすことを
保育士と一緒に楽しむ意欲的な姿を披露することです。
【対象】全園児
【定員】19名

しまだなごみ保育園
39-6577

14:00～14:30 ■ぬいぐるみの図書館おとまり会（二日目）
【場所】島田図書館
【内容】子供のぬいぐるみに図書館の探検をしてもらうおとまり会。
二日目は、ぬいぐるみのお迎え。参加者に館内でのぬいぐるみ達
の様子を撮影した写真をプレゼントし、ぬいぐるみが選んだ本の
貸し出しを行う。
【対象】参加者募集に当選した子供
【定員】10組

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】あすなろ

島田図書館
36-7226

21 日

09:30～15:00 ■諏訪原城応援隊イベント開催
【内容】城好き落語家の第一人者・春風亭昇太師匠を隊長に任命
した「諏訪原城応援隊」と一緒に、諏訪原城跡の魅力を再発見で
きるポイントツアーを開催します。
【時間】午前の部　09:30～11:30予定(受付09:00～)
　　　　午後の部　13:00～15:00予定（受付12:30～）
【会場】諏訪原城跡（菊川1174）
【対象】一般（ただし、当選された方のみ参加可能）
※小学生以下の方は、保護者が同伴ください。
【定員】午前の部　50名、午後の部は、50名（クラウドファンディン
グ協力者の人数を含む）
【参加費】一人2,000円
※雨天の場合、ツアーの代わりに諏訪原城見どころポイント研究
会を実施。
【会場】金谷公民館　みんくる
【内容】諏訪原城応援隊による諏訪原城跡の見どころポイントの紹
介

文化資源活用課
36-7381

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】発酵食品の有用性についてお話を聞いたり、実際に塩こう
じ作りを行います。申込開始：11月21日（日）から
【対象】保護者
【定員】15人

こども館
35-0063



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

31

29 月

26 金

10:00～12:00 ■発表会総練習
【場所】第一保育園遊戯室
【内容】発表会の本番のように練習を行う（詳細は未定）
【対象】３～５歳

第一保育園
37-2977

25 木

30 火

11:00～11:20 ■おはなしギフト
【場所】番生寺会館
【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】図書館職員

金谷図書館
46-3246

10:30～11:00 ■おはなし会
【場所】金谷図書館
【内容】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

金谷図書館
46-3246

28 日

09:30～16:30 ■金谷図書館「本・雑誌の無料配布」
【場所】金谷公民館２階　集会室１・２
【内容】保存年限を過ぎた本・雑誌等を無料配布。
・30分ごと定員30名の入れ替え制とし、入場整理券が必要。
・入場整理券は当日午前8時30分から配布する。
・持ちかえり冊数は、1人上限20冊まで。

金谷図書館
46-3246

27 土

19:30～21:00 ■「トランポウォーク」参加者募集
【場所】川根地区センター
【内容】小さなトランポリンの上で行うウォーキングです。
足腰への負担が少なく、肩こりや腰痛の改善に繋がります。
ダイエットやメタボ改善にも効果的です。
【対象】18歳以上の市内在住・在勤の方
【定員】30名

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】山びこ親子読書会

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

13:30～14:30 ■手作りワーク「クリスマスキラキラドーム作り」
【場所】こども館多目的室
【内容】ライトアップスタンドに乗せて、光の移り変わりを楽しむこと
ができます。申込開始：11月25日（木）から
【対象】小学生以上
【定員】20人

こども館
35-0063


