
■ひなまつり
【場所】第一保育園
【内容】ひなまつりの会をやるかは未定です。
雛人形は出します。
【対象】全園児

第一保育園
３７－２９７７

■ひなまつり
【場所】各保育室
【内容】お雛様を飾り各クラス行事に親しみます。ひなまつりの給
食やおやつもお楽しみです。

ゆたか保育園
35－1176

【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

1月18日(火)～3月6日(日) 島田図書館 36‐7226
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 0547-36-7966
3月5日(土)～3月6日(日) 社会教育課 36-7962
3月7日(月)～3月11日(金) 五和保育園 0547-45-3374
3月10日(木)～3月31日(木) 金谷図書館 46-3246

本の帯まつり応募作品展示
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
生涯学習大会フェスタしまだ2022！
卒園お祝いweek
金谷図書館展示コーナー「写団茶の実創立50周年作品展」

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

午前中 ■ひなまつり
【場所】各保育室
【内容】絵本や紙芝居を読み、それぞれのクラスでひなまつりを楽
しむ。ひなまつりランチを食べる。
【対象】全園児
【定員】各クラス15名程度

五和保育園
45-3374

2 水

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：2月19日（土）より開始
【対象】0歳～3歳の親子
【定員】先着30名
【講師】水野千賀子先生

こども館
35-0063



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（まん延防止等重点措置が延
長となった場合には中止になります。）
【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

7 月

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

議会事務局
0547-36-7205

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。(まん延防止等
重点措置が延期になった場合には中止になります。)
【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】島田図書館
【内容】絵本の読み聞かせや紙芝居（まん延防止等重点措置が延
長となった場合には中止になります。）
【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

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。
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
0547-34-3216

8 火

■誕生会
【場所】各保育室
【内容】お誕生日のお友達をクラスのみんなでお祝いします。楽し
いアトラクションもあります。

ゆたか保育園
35－1176

09:00～14:00 ■年長児お別れ遠足
【場所】島一小、島二小、島四小、島五小、伊太小
【内容】年長児がバスに乗って4月から入学する小学校を巡り、車
窓から見学します。
【対象】年長児

第三保育園
0547‐37‐2734

5 土

13:30～14:30 ■手作りワーク「フェルトとビーズのデコ時計づくり」
【場所】こども館多目的室
【内容】段ボールの土台にフェルトとビーズでかわいく飾って時計
を作ります。材料費200円。申込：２月22日（火）から開始
【対象】小学生以上
【定員】先着20名

こども館
35-0063

4 金

午前中 ■お別れ遠足
【場所】0歳…河村農園1歳…牛尾改善センター・熊野神社2歳…
熊野神社年少…スポーツ広場（草すべり）年中…大井川河原年長
…牧之原公園
【内容】遠足（学年毎）※年長のみ15：00まで
【対象】全園児
【定員】各学年30～50名程度

五和保育園
0547-45-3374



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 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。１年間頑張りました。
【対象】幼児クラブ会員（親子２歳児）

こども館
35-0063

島田図書館
36-7226

10:00～15:00 ■年長お別れ遠足
【場所】あわがたけ
【内容】年長児がバスを使用してあわがたけに行きます。
行先でお弁当を食べます。

【対象】年長

第一保育園
３７－２９７７

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

議会事務局
0547-36-7205

11 金

09:30～17:00 ■本会議（議案質疑）
【場所】議場
【内容】議案に対する質疑
※本会議（議案質疑）終了後、予算・決算特別委員会全体会開催

議会事務局
0547-36-7205

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。
要申込：2月22日（火）より開始
【対象】０歳～３歳の親子
【定員】先着30名
【講師】水野千賀子先生

こども館
35-0063

9 水

午前中 ■やまびこコンサート
【場所】園内ホール
【内容】やまびこパーカッショングループによるコンサート
【対象】年中児・年長児
【定員】60名程度
【講師】（株）日本総合音楽研究やまびこパーカッショングループ

五和保育園
0547-45-3374

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

議会事務局
0547-36-7205

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



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

14 月

09:30～17:00 ■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

議会事務局
0547-36-7205

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。
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
0547-37-1000

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】山びこ親子読書会

島田図書館
36-7226

13 日

10:00～12:00 ■暖かい日差しの中で　ノルディック
【場所】集合場所　島田市総合スポーツセンター　ローズアリーナ
西口芝生広場
【内容】受付開始：９：３０～
雨天延期日：3月20日(日)　雨天中止の場合や新型コロナ感染拡
大状況で中止する場合は島田市ホームページに掲載します。
コース内容：約2.5Ｋｍ　往復約1時間のコース
ノルディックウォーキングのここがスゴイ：ポールを使用するので
全身の筋肉をたくさん刺激して、普段のウォーキングより運動量が
増加します。
上半身も使うので、肩や首のコリの解消や肩甲骨の可動域の改
善にも有効です。
【対象】初心者歓迎
【定員】先着５０名
【講師】ＪＮＷＬ公認認定講師

健康づくり課
34－3281

15 火

09:30～17:00 ■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

議会事務局
0547-36-7205

10:30～11:45 ■年長児とのお別れ会
【場所】みどり認定こども園
【内容】仲良く遊んでくれた年長児に「ありがとう」の気持ちを伝え
たり、プレゼントを渡します。
【対象】全園児

みどり認定こども園
38-0057

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】あすなろ

島田図書館
36-7226

10:30～12:15 ■春休みわくわくおたのしみ会
【場所】こども館　①多目的室　②活動室
【内容】①紙コップアート：たくさんの紙コップを組み立てて、いろい
ろなものを作りましょう。
１回目：10:30～11:00、２回目：11:05～11:35、各回８組、予約優先
②くじ引き：１人３回引けます。どなたでも参加できます。くじ引きチ
ケット３０円（３回分）。先着100名

こども館
35-0063

09:00～ ■卒園式
【場所】保育室
【内容】１９名の年長児が卒園します。子どもたちの未来への出発
をお祝いします。

ゆたか保育園
35－1176

12:00～13:00 ■おたのしみ給食
【場所】各クラス
【内容】年長児が考えたメニュー（人気のある）を全園児が食べま
す。毎年納豆和えが人気です。
【対象】全園児

みどり認定こども園
38-0058

17 木

10:00～11:00 ■卒園式総練習
【場所】第一保育園
【内容】年長児が卒園式の総練習を行います。
【対象】年長

第一保育園
３７－２９７７

21 月

20 日

19 土

09:00～12:00 ■卒園児を送る会
【場所】園内ホール
【内容】卒園式
【対象】年長児
【定員】20名×3クラス＋保護者

五和保育園
0547-45-3374

18 金

09:30～11:00 ■卒園式
【場所】こども園オーバルホール
【内容】54名の年長児が卒園します。在園児が作った花籠ロードを
歩き、園長先生から卒園証書をいただきます。
【対象】年長児・その保護者

みどり認定こども園
38-0059

09:30～17:00 ■予算・決算特別委員会全体会
【場所】議場
【内容】付託議案の審査
※予算・決算特別委員会全体会終了後、島田市総合計画に関す
る特別委員会開催

議会事務局
0547-36-7205

16 水

09:30～17:00 ■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

議会事務局
0547-36-7205



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

議会事務局
0547-36-7205

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

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

10:30～11:00 ■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

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）の議案等の取り扱い

議会事務局
0547-36-7205

24 木

09:10～11:30 ■PTA主催ゆかいなコンサート
【場所】園内ホール
【内容】9：10～9：30　0・1歳9：35～9：55　2歳10：00～10：20　年少
10：25～10：55　年中11：00～11：30　年長歌のお姉さんとピエロ
＆マジックショー
【対象】全園児
【定員】各回60名程度
【講師】(有)グリーンフィールド歌のお姉さんピエロ

五和保育園
0547-45-3374

23 水

14:00～15:00 ■令和３年度　島田市交通安全表彰式
【場所】島田市役所　会議棟　大会議室

生活安心課

22 火

26 土

25 金

■修了式
【場所】各保育室
【内容】一年間を各クラスで振り返り、”大きくなったね”と成長をみ
んなでお祝いします。

ゆたか保育園
35－1176

10:00～11:00 ■卒園式
【場所】第一保育園
【内容】年長児の卒園式を行います。
【対象】年長、年長児保護者

第一保育園
３７－２９７７

09:30～12:00 ■本会議（最終日）
【場所】議場
【内容】議案の採決



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

30 水

31 木

29 火

10:00～11:00 ■向谷町自治会館落成式
【場所】向谷町自治会館（島田市向谷１丁目９６９－１）
【内容】向谷町自治会は、各町内で公会堂を保有していましたが、
建物の耐震基準が達していないことや老朽化の問題をかかえて
いました。
向谷町自治会は自治会内で協議を重ね、向谷町全体の自治会機
能を集約した向谷町自治会開館を建設することになりました。

市民協働課
36-7403

28 月

27 日


