
10:00～11:00 ■豆まき
【場所】五和幼稚園
【内容】保護者が赤鬼と青鬼に扮して園内を練り歩き、子どもたち
が豆で撃退し、心の中の悪い鬼を払い福を呼び込みます。
【対象】全園児
【定員】103人

五和幼稚園
46-3344

10:00～10:30 ■節分の集い
【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。鬼出現予
定。

第三保育園
37-2734

【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

3 木

09:30～10:30 ■節分
【場所】園内各保育室
【内容】節分の由来のお話をきく。鬼が来た後、菓子まきをする。ク
ラスごとに行う。
【対象】全園児

五和保育園
45-3374

2 水

09:30～10:40 ■年中・年長演奏会
【場所】夢づくり会館
【内容】年中児・年長児による演奏会①9:30～9:50　②10:25～
10:40
【対象】年中児・年長児
【定員】120名＋保護者2名

五和保育園
45-3374

1月13日(木)～2月11日(金) 図書館課 36-7226

1月18日(火)～3月6日(日) 島田図書館 36‐7226
1月27日(木)～2月27日(日) 島田図書館 36-7226
1月27日(木)～2月15日(火) 金谷図書館 46-3246

2月16日(水)～2月18日(金) 五和保育園 45-3374
2月17日(木)～3月8日(火) 金谷図書館 46-3246
2月25日(金)～3月21日(月) 社会教育課文化係 36-7966

「島田市子ども読書活動推進計画（第四次）（案）」パブリックコ
メント募集
本の帯まつり応募作品展示
「科学道100冊」展示
金谷図書館展示コーナー「金谷宿オリジナル吊るし飾り小物
展」
園内絵画展
金谷図書館展示コーナー「静岡ゆかりの木版画展」
「UNMANNED無人駅の芸術祭／大井川2022」開催

議会事務局
36-7205

火1

09:30～12:00 ■議会運営委員会
【場所】第１委員会室
【内容】11月定例会の会期幅等について

10:00～11:00 ■エスパルスサッカー教室
【場所】第三保育園園庭
【内容】年長児がサッカー教室に参加します。
【対象】年長児24名

第三保育園
37-2734

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

川根図書館
53-2289



■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

市民協働課　地域づくり
担当
36-7197

10:30～11:30 ■幼児クラブ「豆まき」
【場所】こども館多目的室
【内容】２月３日は節分。豆まきを楽しみます。
【対象】幼児クラブ会員（親子２歳児）

こども館
35-0063

10:30～11:00 ■おはなしでてこい
【場所】こども館多目的室
【内容】アンパンマンのエプロンシアター、大型絵本等を音楽と歌
で楽しみます。要申込：１月25日（火）より開始
【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

6 日

13:30～15:30 ■初心者向け読み聞かせボランティア講座
【場所】金谷公民館みんくる　2階　集会室
【内容】初心者向け読み聞かせボランティア講座として、読み聞か
せの基本を学習します。
【定員】20名
【講師】静岡県子ども読書アドバイザー　小池　千鶴　さん

金谷図書館
46-3246

5 土

14:30～15:00

10:00～11:00 ■節分
【場所】第一保育園
【内容】２－５歳は園庭にいる時に鬼が来る。
０－１歳は保育室にいる時に年長の鬼に来てもらう。
お菓子まきは未定。乳児はお菓子をもらうだけ。
給食は鬼ランチ（メニュー未定）　トッピングは各クラスで行う。
【対象】全園児

第一保育園
37-2977

4 金

09:00～11:00 ■卒園記念用陶芸教室
【場所】第三保育園遊戯室
【内容】陶芸の先生の指導のもと、年長児が個々に卒業記念の作
品をつくります。
【対象】5歳児24名

第三保育園
37ー2734

10:30～ ■節分
【場所】園内 各クラス
【内容】節分の由来を聞いたり、豆まきをして楽しみます
【対象】全園児

みどり認定こども園
38-0057

10:00～11:30 ■豆まき
【場所】園ホール
【内容】豆まきの意味をしり行事を楽しむ
【対象】園児

島田中央
37-2733

13:30～15:00 ■シイタケ菌打ち体験
【場所】大津小学校　昇降口前広場
【内容】大津財産区の山から切り出したコナラの原木に、大津小学
校３年生がシイタケの菌打ちを行います。
菌打ち体験を通して、地元大津地区の自然について理解を深め
てもらい、森の恵みに感謝する気持ちを育てることを目的として毎
年開催している体験イベントです。
【対象】大津小学校３年生（33人）
【講師】大津財産区議会議員



13:30～14:30 ■議員連絡会
【場所】議場
【内容】議会閉会中における常任委員会の活動状況報告等
※終了時間は目安

議会事務局
36-7205

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

09:30～12:00 ■議会運営委員会
【場所】第１委員会室
【内容】11月定例会の議案の取り扱いについて

議会事務局
36-7205

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

8 火

■全員協議会
【場所】議場
【内容】執行当局側からの報告等
※議員連絡会終了後開催

議会事務局
36-7205

7 月

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

10 木

10:00～10:30 ■おはなし宅配便
【場所】島田ゆりかご保育所
【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】25人
【講師】図書館ボランティア

島田図書館
36-7226

9 水

10:00～11:30 ■積み木ランド
【場所】園ホール
【内容】膨大な数の積み木を園児が自由に積んで遊ぶ
【対象】園児

島田中央
37-2733

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

10:00～11:10 ■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
３歳児①10:00～10:20
４歳児②10:25～10:45
５歳児③10:50～11:10
【対象】①20人　②22人　③19人
【講師】さくらんぼ

金谷図書館
46-3246



10:30～12:00 ■書架整理講座
【場所】島田図書館
【内容】図書館での書架整理を体験しながら学ぶ
【定員】10人
【講師】図書館職員

島田図書館
36-7226

09:30～12:00 ■本会議（初日）
【場所】議場
【内容】補正予算案、条例案等の提出

議会事務局
36-7205

16 水

09:00～12:00 ■厚生教育分科会・常任委員会
【場所】第３委員会室
【内容】予算案、条例案等の審査

議会事務局
36-7205

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

14:30～15:00 ■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

15 火

■予算・決算特別委員会全体会
【場所】第１委員会室
【内容】予算案について、各分科会への委嘱
※本会議終了後開催

議会事務局
36-7205

14 月

10:00～11:30 ■積み木ランド
【場所】園ホール
【内容】膨大な数の積み木を園児が自由に積んで遊ぶ
【対象】園児

島田中央
37-2733

11 金

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。
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

12 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

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



13:30～17:00 ■経済建設分科会・常任委員会
【場所】第３委員会室
【内容】予算案、条例案等の審査

議会事務局
36-7205

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：1月25日（火）
より開始
【対象】0歳～3歳の親子
【定員】15組
【講師】杉本亜由美先生

こども館
35-0063

23 水

22 火

21 月

09:30～11:00 ■ママフィットネス講座
【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人
【講師】櫻井ゆかりさん

島田図書館
36-7226

20 日

13:00～17:00 ■舞台芸術公演「春よ、来い」
【場所】プラザおおるりホール
【内容】島田市を中心に活動している団体による舞台公演です。子
供たちのキラキラ眩しいパフォーマンス、大人の優雅なフラダン
ス、しっとりとした民謡と和楽器演奏、また劇団25番宿のちょっと
変わった「カチカチ山」をぜひご堪能ください。
とき：令和４年２月20日（日）13：00～17：00
場所：プラザおおるりホール
演目：１部（13：30～）：Dance Station Shiny Eyes（キッズダンス）プ
ルメリア（フラダンス）如月（民謡と三味線）
　　　２部（16：20～）：劇団25番宿公演「カチカチ山」
【対象】どなたでも

島田市文化協会
36-5420

19 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

18 金

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】予算案の審査

議会事務局
36-7205

17 木

09:00～12:00 ■総務生活分科会・常任委員会
【場所】第３委員会室
【内容】予算案、条例案等の審査

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

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



10:30～11:00 ■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

09:30～12:00 ■本会議
【場所】議場
【内容】補正予算案・条例案等の採決、当初予算案等の提出

議会事務局
36-7205

09:30～16:00 ■島田図書館　本・雑誌の無料配布
【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

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
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）
【講師】島田市華道連盟・増田みさ子（国風華道会・増田光知）
【対象】島田市内在住在学在勤の小学生以上

島田市文化協会事務局
36-5420

■交通安全教室
【場所】園庭
【内容】交通安全指導員による交通安全指導
【対象】年長児
【定員】60名（年長児）
【講師】交通安全指導員

五和保育園
45-3374

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

26 土

09:00～16:00 ■誕生の木　配布事業（26日・27日）
【場所】島田市ばらの丘公園　大温室
【内容】   令和３年１月１日から令和３年12月31日までに誕生した
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、四季咲き中輪系から１株を配布）
・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
【対象】令和３年１月１日から令和３年12月31日に誕生した、島田
市在住の新生児614人

建設課公園係　原田
36-7187
当日の連絡先
島田市ばらの丘公園
37-0505

25 金

09:30～10:00

木

09:30～12:00 ■議会運営委員会
【場所】第１委員会室
【内容】一般質問について（割り振り等）

議会事務局
36-7205

24



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

川根図書館
53-2289

10:30～11:00 ■おはなし会（職員）
【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

金谷図書館
46-3246

30

09:00～16:00 ■誕生の木　配布事業（26日・27日）
【場所】島田市ばらの丘公園　大温室
※内容は、26日と同様。

建設課公園係　原田
36-7187
当日の連絡先
島田市ばらの丘公園
37-0505

28 月

27 日

31

29


