
磐田市　2019年12月の行事予定表

日 曜 内容 時間 会場 担当課（番号）

1 日 令和元年度　地域防災訓練 9：00～12：00 市役所ほか
危機管理課
（0538-37-4903）

4 水 第39回ふれあい作品展（～12/12） 9：00～18：00 中央図書館
福祉課障害福祉グループ
(0538-37-4919)

7 土
ふるさと歴史たんけん隊第5回活動「まもなく開業する駅周辺
の歴史探検をしよう！」

9：30～11：30 JR御厨駅周辺
文化財課
（0538-32-9699）

7 土 竜洋図書館おたのしみ会 14：00～14：30 竜洋なぎの木会館
竜洋図書館
（0538-66-7788）

8 日 第36回　みんなで軽トラ市　いわた☆駅前楽市 9：00～12：00 ＪＲ磐田駅前ジュビロード
経済観光課
(0538-37-4819)

8 日 いわたぬくまるマーケット 9：00～12：00 ＪＲ磐田駅前ジュビロード
福祉課障害福祉グループ
(0538-37-4919)

8 日 街頭キャンペーン 9：00～12：00 ＪＲ磐田駅前ジュビロード
福祉課障害福祉グループ
(0538-37-4919)

8 日 地域医療市民講演会 10：00～11：30 iプラザ
健康増進課
（0538-37-2013）

9 月 冬の風物詩　干し柿を作ろう 9：15～10：30 豊岡こども園
豊岡こども園
（0539-62-2545）

9 月 袋井吹奏楽団演奏会 10：00～11：00 豊田東幼稚園
豊田東幼稚園
（0538-32-5279）

9 月 磐田農業高校生と一緒にマスコット作り（羊の毛を使って） 13：00～14：00 長野幼稚園
長野幼稚園
（0538-34-5813）

10 火 主権者教育（選挙出前授業） 8：45～9：25 磐田北高　体育館
総務課
（0538-37-4803）

10 火 地域の方と一緒に　餅つき大会 9：00～11：00 向笠幼稚園
向笠幼稚園
（0538-38-0456）

10 火 地域のお年寄りと遊ぼう（さつき会） 10：00～11：00 向笠交流センター
向笠幼稚園
（0538-38-0456）

10 火 市内の高等学校と中小企業との交流授業 15：20～16：10 磐田南高
経済観光課
(0538-37-4819)

11 水 餅つき会（ニッセの森の方々と一緒に） 8：30～11：00 豊田南こども園
豊田南こども園
（0538-35-5695）

11 水 クリスマス誕生会 9：00～11：00 東部幼稚園
東部幼稚園
（0538-32-0718）

11 水 あたまいきいき音読教室with劇団たんぽぽ 10：00～11：30 中央図書館
中央図書館
（0538-32-5254）

12 木 餅つき　ぺったん！(餅つき) 9：00～11：00 磐田なかよしこども園
磐田なかよしこども園
（0538-35-5644）

13 金 年末の交通安全県民運動一斉街頭キャンペーン 7：00～ 豊岡北小南側交差点
地域づくり応援課
（0538-37-4751）

13 金 餅つきを体験しよう 9：00～11：00 豊岡こども園
豊岡こども園
（0539-62-2545）

14 土 クリスマスおたのしみ会 10：30～11：30 中央図書館
中央図書館
（0538-32-5254）

14 土 いわた・ふくろい業界研究フェア 13：00～16：00 ワークピア磐田
経済観光課
(0538-37-4819)

15 日 磐田ダンスエボリューション2019
11：00～12：00
15：00～16：00

竜洋なぎの木会館
文化振興課
 （0538-59-3232）

15 日 磐田こどもミュージカル第13期生　入団オーディション 13：30～16：20 福田中央交流センター
文化振興課
 （0538-59-3232）

16 月 静岡産業大学生ともちつき 9：30～10：30 二之宮保育園
二之宮保育園
（0538-32-3460）

17 火 主権者教育（給食大臣選挙） 8：40～10：20 磐田中部小学校
総務課
（0538-37-4803）

17 火 囲碁教室 10：00～11：00 竜洋東こども園
竜洋東こども園
（0538-66-2907）

17 火 主権者教育（選挙出前授業） 15：30～16：15 磐田南高校
総務課
（0538-37-4803）

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12月の行事予定表

日 曜 内容 時間 会場 担当課（番号）

17 火 第５回みんなで朝ごはん検討会 18：30-20：00 市役所本庁舎４階大会議室
秘書政策課
(0538-37-4805)

18 水 文芸磐田　首席入賞者表彰式 14：00～14：30
文化振興センター　視聴覚
室

文化振興課
 （0538-59-3232）

19 木 やさしい健康教室 15：00～16：00 市立総合病院
市立総合病院
（0538-38-5000）

20 金 主権者教育（給食大臣選挙） 9：30～11：10 磐田南小学校
総務課
（0538-37-4803）

21 土 磐田スポーツ部活スポーツ塾（柔道） 9：30～12：00 静岡産業大学
スポーツ戦略室
（0538-37-2116）

21 土 外国語のおはなし会 15：00～ ひと・ほんの庭にこっと
ひと・ほんの庭　にこっと
（0538-36-1711）

21 土 福田図書館「お楽しみ会」 15：00～15：30 福田図書館
福田図書館
（0538-58-3300）

21 土 しっぺい感謝祭（～1/19） ららぽーと磐田
経済観光課
(0538-37-4819)

22 日 磐田市民文化会館跡地等利活用懇話会（第１回） 9：30－11：00
文化振興センター３階　第４
会議室

秘書政策課
(0538-37-4805)

22 日 市内高校生が英語で読み聞かせ 13：00～ ひと・ほんの庭にこっと
ひと・ほんの庭　にこっと
（0538-36-1711）

23 月 市長定例記者会見 11：00～ 大会議室
経済観光課
(0538-37-4819)

23 月 初開催！高校生向け市内企業見学バスツアー 12：00～17：00 市内企業
経済観光課
(0538-37-4819)

25 水 浜松いわた信用金庫　寄付金受納　市長表敬 10：00～10：30 公室
文化振興課
 （0538-59-3232）

25 水 第2回磐田市地域公共交通会議 14：00～15：30
ワークピア磐田2階視聴覚
室

地域づくり応援課
（0538-37-4751）

27 金 仕事納め式 17：20～17：30 市役所本庁舎　大会議室
総務課
（0538-37-4803）

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）

企画展「鉄道と磐田」 9：00～17：00 歴史文書館
文化財課
（0538-32-9699）

新春展 9：30～17：00 新造形創造館
文化振興課 （0538-35-6861）
新造形創造館（0538-33-2380）

「スイーツ」展 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）

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）

1/13まで

3/31まで

期間

随時

1/13まで

12/20まで
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