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冬休み・中高生国際交流プログラム・第２回中国派遣 内容 杭州史跡巡り、浙江大学訪問、農村ファームステイ（１泊２日）日本文化の紹介な
ど　期間 １２月２３日�～１２月２８日� 派遣地 浙江省（杭州市、富陽市）上海　定員 中高校生３０人、大学生･社会人１０人　派遣費用 １０９,０００円
（渡航手続料、ビザ取得料などを除く） 締切 １１月３０日�（先着順） 募集要項請求先 県青年海外研修協会　�（６２３）０７８５

情　報�

第２１回全国豊かな海づくり大会開催に伴う

交通規制のお知らせ
第21回全国豊かな海づくり大会に伴い、下記の通り、

２日間にわたり交通規制を実施します。一般車両の出入りは一切できません。
期間中はこの影響で、焼津市内および国道150号は

大変な交通渋滞が予想されます。あらかじめ迂回していただくなど、
みなさまのご理解とご協力をお願いします。
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交通規制時間 交通規制時間９:３０～１５:３０ ７:３０～１７:３０

「みなと群舞ダンス大会」を、海づくり大会が開催される
１０月２８日に市内商店街や海づくり大会会場内の日本丸前広
場など５会場で実施します。
海づくり大会当日は、「みなと群舞」が市内各所で踊られま
す。コンテストではありません。みんなで「みなと群舞」を
踊る時間では、飛び入り参加もＯＫ。踊る人も応援する人も
ぜひお集まりください。

全国豊かな海づくり大会に各地から集まるお客様を、花いっぱ
いのきれいな街でお迎えするため、焼津駅・西焼津駅と市内の主
要道路にサルビアの花を並べる「フラワーフェスティバルｉｎや
いづ２００１」が１０月２１日から開催されます。
市内に並べられるサルビアは全部でプランター８,０００個分。これ
らは、市内小中学校や花の会、各種団体をはじめ、里親として登
録していただいた方々によって育てられたものです。
１０月２０日には、地元の方々やボランティアの方にご協力いただ
き、サルビアのプランターを沿道などに設置し、市内は一斉に
花々で飾られます。お楽しみに！

１０/２１�～１１/３�

交通規制のお知らせ交通規制のお知らせ交通規制のお知らせ交通規制のお知らせ交通規制のお知らせ交通規制のお知らせ交通規制のお知らせ交通規制のお知らせ交通規制のお知らせ交通規制のお知らせ交通規制のお知らせ交通規制のお知らせ交通規制のお知らせ交通規制のお知らせ交通規制のお知らせ交通規制のお知らせ交通規制のお知らせ
会場内には駐車場はありません。

大会会場内には駐車場は用意してあり
ませんので、お車での来場はご遠慮く
ださい。ＪＲ、バスなどの公共交通機
関をご利用ください。
（ＪＲ焼津駅から会場まで徒歩15分）
お年寄りや、お身体の不自由な方など
のために、焼津駅からシャトルバス
（無料）も運行します。なお、大会当日
は自主運行バス「ゆりかもめ」「さつき」
を通常どおり（有料）運行します。
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★駐輪場（駐輪台数に限りが
あります。ご了承ください）

問合先　第２１回全国豊かな海づくり大会焼津市実行委員会
焼津市本町２丁目１６番３２号　TEL.６２６-１１２８

１０/２７・２８の
問い合わせ

大会実施本部
TEL.０５４-６２６-１１１０

荒天時等の開催案内（１０/２６～２８テープ対応）
TEL.０１８０-９９５-５８５
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全席�
指定�

全席�
指定�

全席�
指定�

19：00
大ホール�

１２�
１９�

１�
１３�／� ／�

水�
１２�
５�／�

東京交響楽団演奏による市民参加の�

九郎衛門�
クリスマスコンサート�

日�
大ホール�18：30 大ホール�18：30

�

�S　4,800円�
A　3,800円�

S　5,500円�
A　4,500円�
B　3,500円�

劇団四季ミュージカル�

（クラシック友の会会員各500円引）�３歳未満のお子様の入場はお断りします�
※３歳以上有料�

�

�
�

第九＆｢光の中｣＆焼津市民歌�

�10/17　クラ友先行・10/20　一般発売� 10/20　発売�

村治佳織�

水�
19：00 大ホール�

沢田研二�

6,000円�

コンサートツアー2001

全席指定�
土�

水� 土� 土�

S　4,000円�
A　3,000円�
B　2,000円�

（クラ友会員各500円引）

１１�
１７�／�

ご予約�
お問合せ�　焼津市文化センター　℡627‐3111 ）�（� ）�料金は 

税込み ］�託児サービス実施中 
500円 （３歳以上の幼児） 
予約制 ［�

参加者募集

11月18日（日）

焼津公民館

会議室１ 会議室３ 会議室５ 会議室６ 研修室 料理実習室 和室１・２・３

9：45

▼

11：00

11：15

▼

12：30

12：30
▼

13：30
13：45

▼

15：30

①ペルーの神秘
と観光
〈日本語〉

④サッカー選手に
なった道
〈日本語〉

②ハワイを語る！
〈日本語＆英語〉

⑧ハングルと料理
〈日本語〉

セサル・パレデス（ペルー）

ジャニス・エイコ・藤田（ハワイ）
今村・イザベリタ（フィリピン）

③An Introduction
to Tasmania

〈日本語＆英語〉

⑤ベトナムの景色、
文化、料理
〈日本語〉

⑦イランの文化と言葉
〈日本語〉

⑥インドネシアの
ことを学ぼう
〈日本語〉

日本文化紹介

コーナー

アンデスの人から伝わ
る自然の薬、神々につ
いての話。また、代表
的なマチュピチュなど
から、あまり知られて
いないワカチナオワス
スなどバラエティー豊
かに、ペルーの素晴ら
しさを紹介します。

⑨オーストラリアの
冬のごちそう No.2
〈日本語＆英語〉

ローズマリー・ベイカー
（オーストラリア）

パセリライスに缶詰の
ツナで作ったツナモネ
ーをのせた料理はパー
ティーや冬にぴったり
の伝統的な料理。デザ
ートにはおいしくて誰
にでもできるブレッド
アンドバタープディン
グを作ります。

日本文化の再発見。煎茶・
着付け・子供の遊びなど、
日本文化を体験できます。
普段接する機会が少ない
日本の伝統文化。多数の
在住外国人の皆さんの参
加をお待ちしています。
もちろん日本人の方の参
加もＯＫ!!

ハワイの島々につい
ての紹介とフラダン
スのステップを学ん
でみましょう。

中国スポーツ選手の根性、
喜び、悩み、苦しみ、生
き方について紹介します。

地図やスライド、絵などを使ってタス
マニアの紹介をします。タスマニアの
動物や環境、生活様式などを学ぼう。

試食（大集会室） ブラジル・ペルー・コスタリカ・中国・オーストラリアの
料理を試食してみませんか？

交流の広場（大集会室）
世界のダンスを楽しみましょう。簡単なステップや遊びを体験するコーナーも
あります。講座を受けない人も申し込みなしで参加できます。
●各国の民族衣装を持っている方、ぜひ着てきてください（更衣室あり）。

『TARI JAIPONGAN』(インドネシア)・・アセップ･ビックマンR.N.
『ベトナムの遊び』・・・・・・・・・・ラム･ティ･ホアン･ラン
『ボロタラララ』(ネパール）・・・・・ディリップ･マハラジャン
『ユッ』(韓国）・・・・・・・・・・・・・・・・・・鄭　至賢
『カポエラ』(ブラジル）・・・ジョゼ･カルロス･ドス･サントス
『マリネラ ノルティニャ』『フェステホ』（ペルー）・セサル･パレデス

カースティー・マークィス（オーストラリア)

王　惠英（中国） 鄭　至賢（韓国）

ベトナムの有名な景色、特
徴的な文化、多様な種類の
果物や料理等を紹介します。

インドネシアの文化、国情に
ついてのお話や、インドネシ
ア語のミニレッスンをします。

ハングルの簡単なあいさつと、
韓国の代表的な料理、キムチ
とビビンバの作り方を紹介。

ラム･ティ･ホアン･ラン（ベトナム) ハミド･アリレザザデ（イラン)

アセップ･ビックマン･R.N（インドネシア)

簡単なあいさつとアルファベット。イ
ランの革命前、革命後の現代について
話します。文化や食べ物も紹介します。

参加費無料
申込不要

★参加費 ①②　１講座１,０００円（小中生および協会加入団体の会員は６００円）
③～⑧　１講座５００円（小中高生および協会加入団体の会員は３００円）
⑨　　１講座１,３００円（協会加入団体の会員は９００円）

※『試食』『交流の広場』『日本文化紹介コーナー』は無料。申込不要。
★申込受付 １０月１５日�から受付開始。 ★定員 各２５人（先着順）
★申込先 国際友好協会事務局（行政課国際交流室内） �（６２６）２１５１

みんなを誘って出掛けよう！

秋の恒例行事「公民館まつり」
が始まりました。各講座生の演芸発表会や作品展示の
ほか、餅つき大会やアートバルーン、模擬店など楽し
いイベントが盛りだくさん！ぜひ、ご家族や友達を誘
ってお近くの公民館へお出掛けください。

東益津公
民館

大村公
民館

港公民
館

焼津公
民館

豊田公
民館
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３日� 午前９時～午後５時
３０周年記念式典・開会式、記念公演・ポップス演奏、
ポニー乗馬教室、園児合同演技、講座展示発表
４日� 午前９時30分～午後３時
わがやのお宝展、懐かしい東益津の写真展、ミニ
ＳＬ・ストラックアウト・変形自転車体験、餅ま
き・古代米餅つき大会、東益津恵みの幸市、
屋外ステージ発表、移動動物園　など　
問合先 �（６２８）２６０７

11/1011/10��
～～1111日日��

10日� 午後１時～午後９時
講座生徒作品展、囲碁・将棋教室、輪投げ大会、
社交ダンス、マジックショー
11日� 午前８時30分～午後３時
講座生・さつき幼稚園児作品展、演技発表（園児・講座生）、
苗木無料配布、２０周年記念餅まき、アートバルーン、竹細
工実演、紙ひこうき飛ばし、
模擬店、餅つき、バザー　など
問合先 �（６２９）３３５１

11/1011/10��
～～1111日日��

10日� 午前９時～午後９時
講座生徒作品展、バザー、演芸発表会、お茶席、
ミニＳＬ、卓球大会
11日� 午前８時30分～午後４時
講座生徒作品展、バザー、演芸発表、お茶席、ポ
ニー乗馬・ミニ動物園、ダンスパーティー　など

18日� 午前９時～午後５時
囲碁・将棋大会　
問合先 �（６２４）８８５５

11/1011/10��
～～1111日日��

10日� 午後９時～午後５時
講座生・一般・小中学生作品展、花の苗等無料配布、
健康コーナー、喫茶コーナー、軽食コーナー、アート
バルーン・押し花づくり、童謡・唱歌コンサート、大
道芸の公演、わたがし、フリーマーケット
11日� 午前９時～午後４時
講座生・一般・小中学生作品展・発表、花の苗等無
料配布、健康コーナー、喫茶コーナー、軽食コーナ
ー、中国茶コーナー、体験コーナー(スーパー土団子)、
わたがし　など 問合先 �（６２６）０８８８

11/1011/10��
～～1111日日��

10日� 午後１時～午後９時
講座生徒作品展、子供将棋大会、卓球大会、こど
もチャレンジランド
11日� 午前10時～午後３時
芸能発表会、ミニ四駆レース、苗木など無料配布、
献血コーナー、地域福祉バザー　など　
問合先 �（６２７）７３１０

※焼津高校は、今年度は生徒のみ対象の文化
発表会の年となります。

ＮＰＯ地域講座 日時 １０月３１日�午前１０時～１２時　会場 焼津公民館会議室１　定員 ２５人　参加無料 ※講座パンフレットは市役所案内または
社会福祉協議会にあります。 申込先 ＮＰＯ法人新学芸都市未来創世の森　�０５４７（３６）４９３１
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日時 10月27日�、28日� 9:30～15:00
内容：クラブ展示、チャリティバザー、フリーマーケッ
ト、食堂、売店、講堂での発表（コーラス・オーケスト
ラ・演劇・筝曲・アルペンホルン)、中学生対象の進学相
談など 問合先 藤枝南高校 �（635）1311

日時 11月３日� 9:30～14:50

内容：ブラスバンド公演、校内のど自慢、農作物・

食品加工品の販売、全校生徒によるビッグアート

など 問合先 藤枝北高校 �（641）2400

日時 11月４日� 9:30～14:30
内容：水産加工品の販売、金魚すくい、演劇部・
吹奏楽部・応援団による上演会、演奏会、海洋・
漁業に関する展示等、創立80周年歴史パネル展
など 問合先 焼津水産高校 �（628）6148


