
申し込み 定員 イベント・催し物 会場 開催日 開催時間 イベント・催し内容 問合せ先 ポイント数

富士山金太郎春祭り 金時公園 5月3日（金・祝） こども相撲・綱引きなど 商工観光課（76-6114） 1

○ 15 母の日プレゼント作り 総合文化会館 5月11日（土） 10：00～12：00 ハンドクリーム作り 生涯学習課（76-5722） 1

子ども読書の日 総合文化会館 5月11日（土） 10：00～12：00 お楽しみお話会 町立図書館（76-4270） 1

○ 文芸誌「駿河路89号」作品応募 5月31日応募締切 11月発刊予定

随筆、創作、紀行文、詩、
短歌（3首）、俳句（3句）、川
柳（3句）の作品募集。詳細
は広報おやま4月号に掲載

生涯学習課（76-5722） 1

○ 父の日企画「パン作り教室」 総合文化会館 6月16日（日） 13:00～15:00 パン作り 生涯学習課（76-5722） 1

○ 20 図書館ファンクラブ 町立図書館 7月～8月（全6回） 9:30～11:30
図書館員体験・スクラップ
ブッキング作成（対象：小
学3～6年生）

町立図書館（76-4270） 2

富士山金太郎夏まつり
足柄ふれあい公園
総合文化会館

7月27日（土）
※予備日28日（日）

どんぶらこ、各種催し 商工観光課（76-6114） 1

○
京都府福知山市
鬼伝説交流学習

京都府福知山市 8月上旬予定
福知山市小学生と交流学
習（対象：小学5、6年生）

こども育成課（76-6122） 2

整理券 生涯学習推進講演会 総合文化会館 8月4日（日） 講師：千原せいじ氏 生涯学習課（76-5722） 1

○ 姉妹町等富士登山事業 富士山 8月5日（月）～6日（火）
姉妹町等富士登山事業
（対象：中学生）

こども育成課（76-6122） 2

○ 町民講座 総合文化会館 8月6日（火） 13:00～15:00
「夏休み子ども講座　上・下
水道の？を知ろう」（対象：
小学4年生以上）

生涯学習課（76-5722） 1

○ ふるさと発見講座 総合文化会館 8月10日（土） 調整中 「新東名について」 生涯学習課（76-5722） 1

○ 20 わくわく科学教室 総合文化会館 8月15日（木） 13:30～15:30
科学実験・科学工作（対
象：小学生）

生涯学習課（76-5722） 1
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夏の夜のおはなし会 町立図書館 8月17日（土） 19:00～20:00 絵本の読み聞かせ 町立図書館（76-4270） 1

○ 20 わくわく科学教室 総合文化会館 8月22日（木） 13:30～15:30
科学実験・科学工作（対
象：小学生）

生涯学習課（76-5722） 1

竹之下地蔵尊大祭 宝鏡寺 8月23日（金）、24日（土） 竹之下太鼓、子ども相撲等 1

○ 芸術文化祭＆小山町よしもとふるさと劇団公演 総合文化会館 8月24日（土）
地元有志の舞台とよしもと
芸人お笑いのステージ

総合文化会館（76-5700）
出演：2
観覧：1

○ 小山町レクスポ祭 総合体育館 9月7日（土）
レクリエーションスポーツ交
流

生涯学習課（76-5722） 1

おやぶんマルシェ 総合文化会館 9月8日（日） ハンドメイド作品の販売等 総合文化会館（76-5700） 1

足柄峠笛まつり 足柄峠 9月8日（日）
笛塚供養の式典、太鼓や
笙、踊り、火縄銃、剣舞な
どの披露

足柄峠笛まつり実行委員
会
（商工観光課76-6114）

1

○ 岡本孝子／あみん 宝くじコンサート 総合文化会館 9月21日（土） 総合文化会館（76-5700） 1

○ 町民講座 9月下旬 「須走口の野鳥観察」 生涯学習課（76-5722） 1

○ ふるさと発見講座 総合文化会館 10月5日（土） 13：30～15：00
「宝永噴火と須走地区につ
いて」

生涯学習課（76-5722） 1

町民体育大会(参加・観戦） 多目的広場 10月14日（月・祝） 8:30～12:00
地区対抗種目、レクリエー
ション他

体育協会
各地区体育振興会

1

秋の夜のおはなし会 町立図書館 10月19日（土） 19:00～20:00 絵本の読み聞かせ 町立図書館（76-4270） 1

町民文化祭 総合文化会館
10月26日（土）
10月27日（日）

各種団体の展示、発表 総合文化会館（76-5700） 1
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○ わくわくクッキング 総合文化会館 11月9日（土） 9：30～12：00 調整中 生涯学習課（76-5722） 1

○ 桂小文枝襲名披露公演 総合文化会館 11月23日（土・祝） 総合文化会館（76-5700） 1

豊門公園もみじまつり 豊門公園 11月24日（日）
各種イベント・ライトアップ
等

商工観光課（76-6114） 1

○
（出場）

静岡県市町対抗駅伝競走大会 草薙陸上競技場他 11月30日（土）

小山町駅伝チームで挑む
市町対抗駅伝。７月頃から
合同練習を行いチーム作
りをしていく

体育協会（76-7511）
出場：2
観戦：1

○
（参戦）

書評合戦ビブリオバトル
小山の戦い

総合文化会館 12月14日（土）
ビブリオバトルでチャンプ
本を決めよう

町立図書館（76-4270）
参戦：2
観覧：1

○ OYAMA MUSIC FESTIVAL 総合文化会館 12月21日（土）
北駿地区の中学・高校生
の吹奏楽部による演奏

総合文化会館（76-5700） 1

○
（出場）

富士マラソンフェスタ 富士スピードウェイ 12月22日（日） 9:00～
富士スピードウェイで開催
されるマラソン大会

体育協会（76-7511）
出場：2
観戦：1

○
（出場）

周回コース駅伝大会
町内一周駅伝大会

多目的広場 1月19日（日） 10:00～
体育協会（76-7511）
各学校

出場：2
観戦：1

生涯学習フェスティバル 総合文化会館 2月29日（土） 9：00～
各種団体の展示、体験
コーナー等

生涯学習課（76-5722） 1

おやぶんマルシェ 総合文化会館 3月8日（日） ハンドメイド作品の販売等 総合文化会館（76-5700） 1

産業祭・ふれあい広場 総合文化会館 未定 10:00～15:00 各種イベント 商工会・社会福祉協議会 1

クアオルト健康ウォーキング 須走・足柄 ０と５のつく日 9：30～12：00
（9：00～受付開始）

それぞれの体力に合わせた
無理しない、がんばらない
ウォーキングで健康づくり

健康増進課（76-6668） 1



申し込み 定員 イベント・催し物 会場 開催日 開催時間 イベント・催し内容 問合せ先 ポイント数

　　平成31年度　ふるさと金太郎博士　【行事一覧表】

各地域金太郎計画推進事業

さいと焼き

地区防災訓練

地区環境美化

地区運動会（参加・観戦）

地区年賀健康マラソン

地区子ども会行事 1※子ども会行事で行う大会に向けての練習（大会当日は対象）、ラジオ体操はポイント対象外です。

1各地区の回覧を参考に参加しましょう

・広報おやま、小山町のホームページ、地区の回覧やチラシ、学校の掲示板などを見てイベントを自分でも探してみましょう。 

 地域と関わる行事であれば、ポイントになります。 

・申し込みが必要な事業は、広報等で確認してください。また、掲載内容は変更になる場合があります。 

・ポイント数が１の行事でも、ボランティアで参加した場合は２ポイントになります。 

・学校を通しての中学生ボランティアは２ポイントです。 

・企業見学ができる工場や会社は案内を配布します。 
 

← このマークが載ってるチラシはポイント対象です。 
 


