
磐田市　2019年8月の行事予定表

日 曜 内容 時間 会場 担当課（番号）

1 木 高校生１日ナース体験 8：15～15：40 市立総合病院
市立総合病院
（0538-38-5000）

1 木
アスジャ・インターナショナル留学生ホームステイ磐田東高校
との交流

11：00～14：30 旧見付学校ほか
学校給食課
（0538-37-4780）

1 木 はじめての手話講座 14：00～16：00 磐田地方合同庁舎
福祉課障害福祉グループ
(0538-37-4919)

1 木
アスジャ・インターナショナル留学生ホームステイ教育長表敬
訪問

16：00～17：00 教育長室
学校給食課
（0538-37-4780）

1 木 【RWC50日前】ドローンで人文字　+　横断幕設置
スポーツ戦略室
（0538-37-2116）

1 木
地域で子育てを応援　　赤ちゃん相談に長野っ子サロンがｺﾗ
ﾎﾞ

10：00～11：30 厚生会館
健康増進課
（0538-37-2013）

2 金 English 1day Camp（イングリッシュ１デイキャンプ） 9：20～11：40 富士見町会館
学校教育課
(0538-37-4921)

2 金 ふるさと歴史たんけん隊 9：30～11：30 埋蔵文化財センターほか
文化財課
（0538-32-9699）

2 金 野菜漬物製造業工場進出決定【市長表敬】 11：00～11：30 公室
産業政策課
（0538-37-4904）

3 土
天竜川水辺の楽校いわた　「リバーウォッチング・アユのつか
み取り」

9：00～11：30 天竜川左岸　一雲斎橋南
道路河川課
（0538-37-4808）

3 土 下水道たんけん2019 10：00～12：00 磐南浄化センター
上下水道工事課
（0538-58-3281）

3 土
第20回静岡県市町対抗駅伝競走大会　磐田市選考記録会開
催

18：00～ 陸上競技場
スポーツ振興課
（0538-37-4832）

3 土 夜間昆虫観察会 20：00～21：00 竜洋昆虫自然観察公園
都市整備課・竜洋昆虫自然観察公
園（0538-66-9900）

4 日 サマーフェスティバル in 渚 10：00～15：00 渚の交流館
経済観光課
(0538-37-4819)

4 日 夏休み親子手話教室 10：00～12：00 iプラザ
福祉課障害福祉グループ
(0538-37-4919)

4 日 カブトムシの相撲大会 10：00～12：00 竜洋昆虫自然観察公園
都市整備課・竜洋昆虫自然観察公
園（0538-66-9900）

4 日 見付天神裸祭重要無形民俗文化財指定20周年記念講演会 13：30～16：30 ワークピア磐田
文化財課
（0538-32-9699）

5 月 広島平和記念式典小中学生派遣（～8/6） 広島
総務課
（0538-37-4803）

6 火 やさしい健康教室 14：00～15：00 市立総合病院
市立総合病院
（0538-38-5000）

6 火 広島平和記念式典小中学生派遣団解団式 17：30～ 大会議室
総務課
（0538-37-4803）

7 水
旧赤松家記念館開館15周年記念
「赤松家庭園の生き物たち　パートⅣ｣

9：00～16：30
旧赤松家記念館内蔵ギャラ
リー

文化財課
（0538-32-9699）

7 水 はじめての手話講座 10：00～12：00 磐田地方合同庁舎
福祉課障害福祉グループ
(0538-37-4919)

8 木 うちわ贈呈式 14：00～14：30 公室
経済観光課
(0538-37-4819)

9 金 広島平和記念式典小中学生派遣団ラジオ出演 11：30～ 磐田市情報館
総務課
（0538-37-4803）

9 金 中学生海外派遣事業結団式 19：00～20：00 西庁舎301-303会議室
秘書政策課
(0538-37-4805)

10 土 「て」で「はなそう」 10：30～11：00 にこっと
福祉課障害福祉グループ
(0538-37-4919)

10 土 星空の宅急便（プラネタリウム）inひと・ほんの庭にこっと 11：00～17：00 にこっと
ひと・ほんの庭　にこっと
（0538-36-1711）

11 日 にこっと＆あんこ＆きなこ　1歳おめでとうの会 10：00～10：30 にこっと
ひと・ほんの庭　にこっと
（0538-36-1711）

11 日 【RWC40日前】中央図書館展示（～11/3）
9：00～19：00（土日
祝は～17：00）

中央図書館
スポーツ戦略室
（0538-37-2116）

14 水 看護師のこども参観会 10：00～16：00 市立総合病院
市立総合病院
（0538-38-5000）

14 水 蝉しぐれの盆 17：30～ 豊岡東交流センター
豊岡東交流センター
（0539-62-6669）

15 木
～平和への想いを未来につなぐ～
磐田市平和祈念式

10：00～12：00 磐田市民文化会館
福祉課障害福祉グループ
(0538-37-4814)

17 土 「ぼくもわたしも消防士！」親子消防体験教室 9：00～12：00 磐田市消防署
磐田市消防署
（0538-36-9910）

磐田市企画部広報広聴・シティプロモーション課 (0538-37-4827)　　　

※予定変更もありますので、詳しくは担当課へお問い合わせの上、取材をしていただきますようお願いします。



磐田市　2019年8月の行事予定表

日 曜 内容 時間 会場 担当課（番号）

17 土 みんなの昆虫学校「むしパ〜セミを食べよう〜」
①10：00～12：00
②13：30～15：30

竜洋昆虫自然観察公園
都市整備課・竜洋昆虫自然観察公
園（0538-66-9900）

17 土 ユニバーサル・デザイン絵本作成講座 13：30～16：00 中央図書館
中央図書館
（0538-32-5254）

17 土 サマーフェスティバル（～8/18） 新造形創造館
文化振興課
 （0538-59-3232）

18 日 自主防災会・中学生リーダー講習会 8：40～11：10 豊田支所
豊田支所市民生活課
（0538-36-3150）

18 日 文化財課企画展記念講演会「古代遠江と都城のつながり」 14：00～16：00 中央図書館
文化財課
（0538-32-9699）

19 月 中学生海外派遣事業（～8/23） ベトナム
秘書政策課
(0538-37-4805)

19 月 大学生インターンシップが始まります 8：30～ 西庁舎302、303会議室
秘書政策課
(0538-37-4805)

19 月
第20回静岡県市町対抗駅伝競走大会　磐田市選考記録会開
催

19：45～ 陸上競技場
スポーツ振興課
（0538-37-4832）

20 火
ふるさと歴史たんけん隊第2回活動（埋蔵文化財センターの仕
事を体験）

9：30～11：30 埋蔵文化財センター
文化財課
（0538-32-9699）

20 火 はじまりのはじマルシェ　1周年記念 11：00～15：30 ワークピア磐田
経済観光課
(0538-37-4819)

20 火 市職員の手話講習会 14：00～15：30 第1会議室
福祉課障害福祉グループ
(0538-37-4919)

21 水 【RWC30日前】　自治会deラグビー講座
スポーツ戦略室
（0538-37-2116）

23 金 エコアクション21更新審査 9：00～ 市役所ほか
環境課
（0538-37-4874）

23 金 市職員の手話講習会 14：00～ ｉプラザ
福祉課障害福祉グループ
(0538-37-4919)

23 金 中学生海外派遣事業解団式 11：00～ 大会議室
秘書政策課
(0538-37-4805)

24 土 高校生医療現場体験セミナー 9:00～16:00 市立総合病院
市立総合病院
（0538-38-5000）

24 土 ワンコインコンサート2019 18：30～20：30 竜洋なぎの木会館
文化振興課
 （0538-59-3232）

24 土 2019いわた夏まつり花火大会　～海鳴りとの共演花火～ 19：15～21：00 福田漁港特設会場
経済観光課
(0538-37-4819)

25 日 親子木工教室 9:00～12:00 職業訓練校
経済観光課
(0538-37-4819)

25 日 子どもいけばな教室 10：00～
磐田市豊田支所２階　大会
議室

文化振興課
 （0538-59-3232）

25 日
医療機器展示　～本物の医療機器をみて、さわって、学ぼう！
～

13:00～17:00 磐田市情報館
市立総合病院
（0538-38-5000）

26 月 消防職員研修会【多数傷病者対応訓練】（～28） 10：20～16：20 消防署
磐田市消防署
（0538-36-9910）

26 月 市長定例記者会見 11：00～12：00 大会議室
広報広聴・CP課
（0538-37-4827）

28 水 磐田市初結成！幼年消防クラブ結成式 9:30～10：00 にこっと
磐田市消防署
（0538-36-9910）

29 木
園児の野菜果物教室　～楽しく学んでおいしく食べよう～（豊
田南第3保育園）

9：45～11：20
豊田南第3保育園
(0538-36-0767）

31 土 ケアメン講座 13：30～15：00 豊田一空園
高齢者支援課
(0538-37-4869)

31 土 【RWC20日前】ラグビー関連おはなし会 14：00～15：00 中央図書館
スポーツ戦略室
（0538-37-2116）

◎期間開催中

内容 時間 会場 担当課（番号）

「ギャラリー長藤」における展示会 9：00～17：00 豊田支所　2階
文化振興課 （0538-35-6861）
磐田文化振興会（0538-86-3730）

夏休み図書館イベント・スタンプラリー 中央図書館
中央図書館
（0538-32-5254）

世界のカブト・クワガタ展 9：00～17：00 竜洋昆虫自然観察公園
都市整備課・竜洋昆虫自然観察公
園（0538-66-9900）

「絵本と香り」展～こぐま社の世界～ 9：30～17：30 香りの博物館
文化振興課 （0538-35-6861）
香りの博物館（0538-86-3730）

文化財課企画展 9：00～17：00 中央図書館
文化財課
（0538-32-9699）

旧見付学校企画展「旧見付学校歳時記」
9：00～16：30
休館：月・祝日の翌
日

旧見付学校
文化財課（0538-32-9699）
旧見付学校（0538-32-4511）

10/14まで

9/1まで

8/25まで

3/31まで

8/31まで

期間

随時


