
磐田市　2019年9月の行事予定表

日 曜 内容 時間 会場 担当課（番号）

1 日 ふるさと納税返礼品追加（ピアノ弾き放題）
秘書政策課
(0538-37-4805)

1 日 総合防災訓練 8：30～12：00
磐田市役所防災センター
ほか

危機管理課
（0538-37-4903）

1 日 磐田市医療救護訓練 8：30～11：30 神明中学校
健康増進課
（0538-37-2013）

3 火 「下水道の日」一斉街頭キャンペーン 10：00～11：00 アピタ磐田店
上下水道総務課
（0538-58-3082）

3 火 令和元年度　第１回行政経営審議会 18：30～20：30 本庁舎大会議室
秘書政策課
(0538-37-4805)

4 水 裸祭　浜垢離

4 水
ジュビロ磐田幼児合同スポーツ教室（聖隷こども園こうのとり
豊田・中泉保育園・磐田北保育園）

10：00～11：00 上大之郷グラウンド
スポーツ振興課
（0538-37-4832）

4 水 消防職員研修会【多数傷病者対応訓練】（～9/6） 10：20～16：20 消防署
磐田市消防署
（0538-36-9910）

4 水 姉妹都市マウンテンビュー市との産業交流（～9/10） マウンテンビュー
産業政策課
（0538-37-4904）

5 木 おじいちゃん、おばあちゃんに手紙を届けよう～敬老の日～ 9：30～10：40 御厨郵便局
東部幼稚園
（0538-32-0718）

5 木 がん征圧月間ミニセミナー　第1回 14：30～15：00 市立総合病院
市立総合病院
（0538-38-5000）

7 土 食べられる昆虫展（～10/27） 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）

7 土
ふるさと歴史たんけん隊　第3回「オリジナルの土器や埴輪を
作ろう！」

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

7 土 パートタイマー就職相談面接会 10：00～14：00 ワークピア磐田
経済観光課
(0538-37-4819)

7 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)

7 土 見付天神裸祭（～9/8）

8 日 第35回　みんなで軽トラ市　いわた☆駅前楽市 9：00～12：00 ジュビロード
経済観光課
(0538-37-4819)

8 日 なでしこ2部第11節　VSオルカ鴨川FC 15：00～ ゆめりあ

10 火 【RWC10日前】ＲＷＣ特別展示＆チラシ配布 展示ブース
スポーツ戦略室
（0538-37-2116）

11 水 やさしい健康教室 14：00～15：00 市立総合病院
医事課
（0538-38-5031）

12 木
郵便局よりポスくま来園　～郵便の仕組みを知って祖父母へ
の手紙を投函しよう～

10：00～11：00 豊田南第3保育園
豊田南第3保育園
(0538-36-0767）

12 木 明るい選挙啓発ポスターコンクール審査会 13：30～14：30 西庁舎301～303会議室
総務課
（0538-37-4803）

12 木 がん征圧月間ミニセミナー　第2回 14：30～15：00 市立総合病院
市立総合病院
（0538-38-5000）

13 金 わくわく体験　　栗拾い！ 9：00～10：00 向笠竹之内　寺田さん栗林
福祉課障害福祉グループ
(0538-37-4814)

13 金 ラグビー体験活動（豊岡南幼稚園） 9：00～10：00 豊岡南幼稚園
スポーツ振興課
（0538-37-4832）

13 金
図書館で初開催！
「出張まちの保健室　in中央図書館」

9：30～11：30 中央図書館
中央図書館
（0538-32-5254）

14 土 ウミガメ放流と海岸清掃 9：30～12：00 福田中学校南側海岸
福田中央交流センター
（0538-58-1111）

14 土 市民公開講座 13：30～15：30 アミューズ豊田 ゆやホール
市立総合病院
（0538-38-5000）

14 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）

16 月 かぞく参観日（河合楽器竜洋工場） 13：00～15：00 河合楽器竜洋工場
環境課
（0538-37-4874）

16 月 磐田能　仕舞・狂言・能 17：00～19：00 熊野伝統芸能館
文化振興課
 （0538-59-3232）

17 火 稲刈り　～みんなでお米の収穫だ！～ 9：30～10：30
上岡田　鈴木隆さんの田ん
ぼ

磐田南幼稚園
（0538-32-4316）

17 火 新造形創造館飲食店　市長表敬訪問 16：30～17：30 新造形創造館飲食施設
文化振興課
 （0538-59-3232）

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9月の行事予定表

日 曜 内容 時間 会場 担当課（番号）

19 木 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）

19 木 草崎なかよしサロンでおじいちゃんおばあちゃんと遊ぼう！ 10：00～11：00 草崎公会堂
長野幼稚園
（0538-34-5813）

19 木 がん征圧月間ミニセミナー　第3回 14：30～15：00 市立総合病院
市立総合病院
（0538-38-5000）

20 金
秋の全国交通安全運動（21日～30日）　※20日は一斉街頭
キャンペーン

7：10～7：45 加茂東交差点
地域づくり応援課
（0538-37-4751）

20 金 新造形創造館飲食店　オープン 9：30～ 新造形創造館飲食施設
文化振興課
 （0538-59-3232）

20 金
ラグビーワールドカップ開幕記念
日本VSロシア戦パブリックビューイング

18：15～22：00頃 ヤマハスタジアム
スポーツ戦略室
（0538-37-2116）

21 土 静岡デザインセミナー　講演会＆パネルトーク 13：30～16：30 ワークピア磐田
産業政策課
（0538-37-4904）

21 土 CASIOPEA３ｒｄ＋m.s.t.持山翔子　コンサート 18：00～20：00 竜洋なぎの木会館
文化振興課
 （0538-59-3232）

22 日 なぎの木ロビーコンサート 14：00～15：30 竜洋なぎの木会館
文化振興課
 （0538-59-3232）

23 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）

25 水
ジュビロ磐田幼児合同スポーツ教室
（磐田北幼稚園・子育てセンターとみがおか）

10：00～11：00 加茂グラウンド
スポーツ振興課
（0538-37-4832）

25 水 ラグビー体験活動（こうのとり保育園） 10：00～11：00 こうのとり保育園
スポーツ振興課
（0538-37-4832）

25 水 KYT(危険予測トレーニング講習)
10：00～11：30
13：30～15：00

福田中央交流センター
地域づくり応援課
（0538-37-4751）

26 木 まちの保健室＆みんなのカフェin池田交流センター 9：30～11：30 池田交流センター
健康増進課
（0538-37-2013）

26 木 がん征圧月間ミニセミナー　第4回 14：30～15：00 市立総合病院
市立総合病院
（0538-38-5000）

27 金 ラグビー体験活動（バディ保育園） 10：00～11：00 バディ保育園
スポーツ振興課
（0538-37-4832）

28 土
『行列のできる』
本のリサイクル市（秋）開催（～10/6）

火～金：9時～18時
土・日：9時～17時

中央図書館
中央図書館
（0538-32-5254）

28 土
出張！まちの保健室　in西之島の郷
オレンジカフェも同時開催

10：00～12：00
特別養護老人ホーム西之島
の郷

健康増進課
（0538-37-2013）

28 土 図書館活用講座　in中央図書館 14：00～14：30 中央図書館
中央図書館
（0538-32-5254）

29 日 旧見付学校「かすりの着物で写真撮影＆町並散策」
9：30～11：30
13：30～15：30

旧見付学校とその周辺
文化財課
（0538-32-9699）

◎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）

2019磐田U-12国際サッカー大会写真展 10：00～21：00 磐田市情報館
スポーツ戦略室
（0538-37-2116）

「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）

【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）

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

11/3まで

3/31まで

9/9まで

期間

随時


