
磐田市　2021年12月の取材メモ提出予定表

日 曜 内容 時間 会場 担当課（番号）

1 水
キャッシュレスキャンペーン　第2弾
（～12/31）

磐田市内
経済観光課
(0538-37-4819)

1 水 オンラインでの子育て相談を開始 9:00～16:00 こども未来課
こども未来課
（0538-37-2012）

1 水
ジュビロ磐田幼児スポーツ教室
(～12/15　全23回)

10:00～11:00
ジュビロ
上大之郷グラウンド

スポーツ振興課
（0538-37-4832）

3 金
令和３年度文化振興会事業
「狂言学校出前講座」

10:30～12:00 東部小学校
文化振興課
 （0538-59-3232）

3 金 小中一貫英語教育の試行 8:40～9:10
竜洋中学校・
竜洋西小学校

竜洋中学校
（0538-66-2324）

3 金
採れたて！
磐田市産小松菜の収穫体験・試食会

9:30～
寺谷地区
小松菜ハウス

農林水産課
(0538-37-4813)

3 金 磐田農業高校と市内企業等との交流授業 13:00～15:30
磐田農業高校
講堂・教室

経済観光課
(0538-37-4819)

3 金 Startup Weekend（起業体験） 磐田　1日目 18:00～21:15
浜松いわた信用金庫
磐田本部６階「あいホール」

産業政策課
（0538-37-4904）

4 土 Startup Weekend（起業体験） 磐田　2日目 9:00～18:30
浜松いわた信用金庫
磐田本部６階「あいホール」

産業政策課
（0538-37-4904）

4 土 第41回磐田ふれあい作品展（～12/12） 9:00～17:00 中央図書館
福祉課
(0538-37-4919)

4 土
今之浦公園東側都市下水路雨水管渠
「絵物語」修復作業（磐田北高校）

9:00～16:30
今之浦第１号雨水幹線
（今之浦公園東側）

道路河川課
（0538-37-4993）

4 土
親子ふれあいコンサート
親子で楽しむクリスマスジャズ

11:00～12:00 ひと・ほんの庭にこっと
文化振興課
 （0538-59-3232）

4 土
介護に興味ある男性向け
「ケアメン講座」

13:30～15:00
福田健康福祉会館
（リフレＵ）

高齢者支援課
（0538-37-4831）

4 土 磐田市人権教育講演会 14:00～15:00
アミューズ豊田
ゆやホール

福祉課
(0538-37-4814)

4 土 第22回　しずおか市町対抗駅伝
静岡市
草薙陸上競技場他

スポーツ振興課
（0538-37-4832）

4 土 第22回　しずおか市町対抗駅伝　解団式 磐田市役所
スポーツ振興課
（0538-37-4832）

5 日 磐田市地域防災訓練(市職員） 8:30～ 市役所ほか
危機管理課
（0538-37-2114）

5 日 Startup Weekend（起業体験） 磐田　3日目 9:00～18:30
浜松いわた信用金庫
磐田本部６階「あいホール」

産業政策課
（0538-37-4904）

5 日
「ジュビロ飯」をジュビロ磐田ホーム最終戦で限定販
売

10:30～
ヤマハスタジアム入口付近
特設テント

産業政策課
（0538-37-4904）

5 日
NTTドコモ・ハーティ講座（視覚障がい者向け
スマホ使用方法についての講座）

13:00～15:00 中泉交流センター
福祉課
(0538-37-4919)

5 日 しおさいコンサート 14:00～15:20 竜洋なぎの木会館
文化振興課
 （0538-59-3232）

6 月
絵手紙を書こう（田原幼稚園）
～おとうさん、おかあさんに年賀状～

9:00～11:00 田原幼稚園
田原幼稚園
（0538-35-3505）

7 火 磐田南高校と市内企業等との交流授業 13:00～15:30 磐田南高校　はぐま会館
経済観光課
(0538-37-4819)

8 水
ジュビロ磐田幼児スポーツ教室
(～12/15　全23回)

10:00～11:00
ジュビロ上大之郷グラウンド
ヤマハ加茂グラウンド

スポーツ振興課
（0538-37-4832）

8 水
静岡文化芸術大学×磐田市立総合病院
学生と病院職員の共同ホスピタルアート制作
（ワークショップ開催　1日目）

17:00～19:00
市立総合病院
研修棟３階 けやきホール

経営企画課
(0538-38-5119)

10 金
磐田の未来を語る会
～市長と市民の対話の場～（全3回）

19:00～20:30 ワークピア磐田
市長公室
(0538-37-4801)

11 土
ふるさと歴史たんけん隊　第5回活動(全5回)
まちなかの遺跡や古墳探検！

9:15～11:30 遠江国分寺跡公園　他
文化財課
（0538-32-9699）

11 土 はじまりセミナー最終回 10:00～16:00 ワークピア磐田
経済観光課
(0538-37-4819)

11 土 クリスマスおたのしみ会 10:30～11:15
中央図書館
視聴覚ホール

中央図書館
（0538-32-5254）

11 土 第１回転職・再就職相談カフェ 13:00～16:30 ワークピア磐田
経済観光課
(0538-37-4819)

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

※新型コロナウイルス感染症の影響などにより予定が中止・延期になる可能性があります。
　 詳細は、各担当課へお問い合わせください。
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磐田市　2021年12月の取材メモ提出予定表

日 曜 内容 時間 会場 担当課（番号）

11 土
おたのしみ会
おはなしのせかいであそぼう♪

14:00～14:30 なぎの木会館
竜洋図書館
（0538-66-7788）

12 日 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)

12 日
磐田農高生考案の
「糀ベジあんの発酵プリン」が販売開始

9:00～
知久屋
磐田ジュビロード店

農林水産課
(0538-37-4813)

13 月 人権擁護委員　法務大臣表彰受賞報告 13:30～14:00 本庁舎3階　公室
福祉課
(0538-37-4814)

13 月 磐田っていいな♪フォトコンテスト2021表彰式 16:30～17:00 本庁舎3階　公室
広報広聴・CP課
（0538-37-4827）

14 火 文芸磐田第47号　首席入賞者表彰式 10:00～11:00
磐田市役所
西庁舎301・302

文化振興課
 （0538-59-3333）

15 水 年末特別警戒合同出発式 7:00～ 竜洋支所
地域づくり応援課
（0538-37-4751）

15 水
ジュビロ磐田幼児スポーツ教室
(～12/15　全23回)

10:00～11:00
ジュビロ上大之郷グラウンド
ヤマハ加茂グラウンド

スポーツ振興課
（0538-37-4832）

15 水 ＲＩＤＣ公民連携イベント開催 14:00～ 磐田グランドホテル
産業政策課
（0538-37-4904）

15 水
静岡文化芸術大学×磐田市立総合病院
学生と病院職員の共同ホスピタルアート制作
（ワークショップ開催　2日目）

17:00～19:00
市立総合病院
研修棟３階 けやきホール

経営企画課
(0538-38-5119)

15 水 市長と市政について語る会（全９回） 19:00～20:30 豊岡中央交流センター
地域づくり応援課
（0538-37-4811）

16 木 急発進抑制装置の体験会　※小雨実施 13:00～16:00
アミューズ豊田
東側駐車場

地域づくり応援課
（0538-37-4751）

16 木 すがりの藁作り　（城山中学校） 13:30～14:20 城山中学校　体育館
城山中学校
（0538-32-6108）

16 木 デジタル化推進セミナー 14:00～ 磐田グランドホテル
産業政策課
（0538-37-4904）

中旬 中旬
磐田農高生考案の「糀ベジあんの発酵プリン」
が商品化、市長表敬訪問

未定 本庁舎3階　公室
農林水産課
(0538-37-4813)

18 土
遠州織物PR展示及び
コーデュロイハウス販売　1日目

10:00～16:00
磐田市情報館
(ららぽーと磐田)

経済観光課
(0538-37-4819)

19 日
遠州織物PR展示及び
コーデュロイハウス販売　2日目

10:00～16:00
磐田市情報館
(ららぽーと磐田)

経済観光課
(0538-37-4819)

19 日 開館30年記念「日本の歴史を旅する」講演会 13:30～15:15 なぎの木会館　203・204号室
竜洋図書館
（0538-66-7788）

21 火 市内企業見学バスツアー 13:00～17:15
市内企業3社（NTN、
キャタラー、エフワイケー）

経済観光課
(0538-37-4819)

21 火 市長と市政について語る会（全９回） 19:00～20:30 ワークピア磐田
地域づくり応援課
（0538-37-4811）

23 木 「子供の安全を守る会」顕彰の紹介
①9:00～9:10
②9:55～10:05

福田小学校
体育館

福田小学校
(0538-55-2129)

23 木 クリスマス・スペシャルおはなし会　① 15:00～15:30
福田図書館
学習室

福田図書館
（0538-58-3300）

24 金
小学生向けおはなし会　冬
（ストーリーテリング）

10:30～11:00
中央図書館
視聴覚ホール

中央図書館
（0538-32-5254）

24 金 クリスマス・スペシャルおはなし会　② 15:00～15:30
福田図書館
学習室

福田図書館
（0538-58-3300）

26 日 水谷隼選手・伊藤美誠選手の凱旋報告会 11:00～12:20 ヤマハスタジアム
スポーツ振興課
（0538-37-4832）

26 日
【外国人と交流。多様性を学ぶ】
2021 みんな集まれ

13:00～16:00 福田中央交流センター
地域づくり応援課
（0538-37-4811）

26 日 こどもミュージカルワークショップ
10:30～12:00
13:00～14:30

竜洋なぎの木会館
小ホール

文化振興課
 （0538-59-3333）

26 日
中央図書館コンサート　1日おくれの
Christmas　JAZZ　LIVE

13:30～15:30 中央図書館
文化振興課
 （0538-59-3232）

27 月 12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）
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