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　かけがえのない命です。引き取りに出
す前にもう一度よく考えてください。
問合先　環境衛生課　☎626-1130
■飼い主のいない犬・猫の引き取り
日�時　５日㈭・19日㈭・26日㈭、９
月２日㈭　午前８時40分～９時10
分
会場　市役所本館駐車場
■飼い主のいる犬・猫の引き取り（有料）
　※飼い主がいない場合も可
日�時　３日㈫・17日㈫・24日㈫・31
日㈫　午後１時～１時45分
会�場　静岡県中部健康福祉センター（藤
枝総合庁舎）
■ポッチとニャンチの愛の伝言板
　猫４匹が新しい飼い主を待っていま
す。

問合先　地域福祉課　☎626-1127
日�時と会場　◇８日㈰…午前９時30分

～午後０時15分、午後１時30分～
３時30分　ジャスコ焼津店（祢宜島）
◇12日㈭…午前９時30分～11時
30分　あかのれん焼津南店（三右衛
門新田）、午後１時～３時30分　焼津
市役所（本町２）　◇18日㈬…午後１
時30分～３時30分　焼津市立総合
病院（道原）

日�程と当番店　◇1日㈰…㈲小泉ポン
プ工業所（北新田）　☎624-0843
◇８日㈰…㈱志太設備工業所（下江
留）　☎622-0369　◇15日㈰…焼
津市管工事協同組合（五ケ堀之内）　
☎627-1710　◇22日㈰…㈲大一
配管（小川）　☎624-4217　◇29
日㈰…㈲高松ボイラー水道工業所（栄
町５）　☎629-2015　◇９月５日
㈰…㈲東海ポンプ工務所（駅北２）☎
627-9000
時間　午前８時30分～午後５時

献血にご協力を！

犬・猫の引き取り

水道工事休日当番店

休日在宅医と休日当番薬局 変更になる場合がありますので、
当日の新聞で確認してください。

日付 診療科など 医療機関名 電話

1日㈰

内科／小児科 あしだクリニック（与惣次 ) ☎623-5656
外科 杉山整形外科医院（西小川４） ☎620-4114
耳鼻科 森耳鼻咽喉科（藤枝市大洲１）☆ ☎635-8687
眼科 柴田眼科（西小川２） ☎626-8131
歯科 上野歯科医院（宗高） ☎622-6676
当番薬局 プリンス薬局（西小川２） －

8 日㈰

内科 岡本石井病院（小川新町５) ☎627-5585
小児科 仲神医院（中新田） ☎623-0805
外科 岡本石井病院（小川新町５） ☎627-5585
産婦人科 高坂産婦人科医院（東小川３） ☎627-8747
耳鼻科 仲神医院（中新田） ☎623-0805
眼科 きむら眼科（上新田）☆ ☎622-5811
歯科 八木歯科三和クリニック（三和） ☎623-1177
当番薬局 フレンド薬局（中新田） －

15 日㈰

内科 山の手クリニック（関方） ☎620-1911

内科／小児科
篠原医院（本町５） ☎628-3070
櫻井医院（上新田）☆ ☎622-0122

外科 金井整形外科（大村２） ☎621-1211
耳鼻科 まつなが耳鼻咽喉科クリニック（藤枝市駅前２）☆ ☎645-3387
眼科 大住眼科医院（大住） ☎623-0330
歯科 もも歯科（小川新町２） ☎620-1270
当番薬局 焼津のぞみ薬局（関方）、ユーカリ薬局（大村２） －

22 日㈰

内科 小長谷内科消化器科医院（栄町６） ☎628-5661
内科／小児科 山下内科医院（本町２） ☎628-2733

外科 谷口整形外科医院（小屋敷） ☎627-2020
耳鼻科 やいづ６丁目耳鼻咽喉科（焼津６） ☎620-6001
歯科 河合歯科医院（西小川４） ☎626-1184

当番薬局 ハロー薬局（栄町６）、コスモ薬局（本町２）、
すばる薬局（焼津６） －

29 日㈰

内科
高橋内科医院（焼津１） ☎627-0320
大久保医院（上小杉）☆ ☎622-2500

小児科／内科 旭医院（北新田） ☎624-0070

外科
長倉整形外科（三ケ名） ☎629-1717
大久保医院（上小杉）☆ ☎622-2500

耳鼻科 あまの耳鼻咽喉科クリニック（藤枝市田中３）☆ ☎646-3313
眼科 焼津駅前眼科（駅北１） ☎626-8240
歯科 アオキ歯科（石津） ☎625-1870

当番薬局 焼津センター薬局（焼津１）、愛清館薬局（三
ケ名） －

■診療時間　午前８時30分～午後５時
※�歯科は午前９時～午後３時、☆印は午前９時～午後５時
■�地域の休日・夜間の当番医を知りたいとき（フリーダイヤルによる案内）
問�合先　静岡県救急医療情報センター　 0800-222-1199
■夜間に発病したとき
診療科目　内科、小児科　受付時間　午後７時30分～10時
問合先　志太・榛原地域救急医療センター　☎644-0099
■薬に関して質問があるとき
受�付時間　月～金曜日（祝休日を除く）　午前９時～正午、午後１時～４時30分
問�合先　静岡県薬剤師会医薬品情報管理センター　☎281-9998

市民のこよみ 都合により予告なく内容や時間が変更されることがあります。

生 報情月 の８ 活
●��不燃ごみ・資源ごみの回収日は、市民カレンダーをご覧ください。
●��紙面の都合で限られた情報のみを掲載しています。詳しくは各問合先に問い
合わせてください。

日付 行事名 会場 問合先

７日㈯

幼児から楽しめるおはなし会
午後２時（14日㈯・21日㈯も開催）
※詳細は９㌻

焼津図書館
おはなしコーナー

焼津図書館
☎ 628-2334

小学生から楽しめる朗読会
午後３時（14日㈯も開催）
※詳細は９㌻

焼津図書館
２階視聴覚室

焼津図書館
☎ 628-2334

８日㈰
サイエンス教室「水ロケットを飛ば
そう」
午後１時 30分～４時
※申込不要、詳細は 11㌻

ディスカバリーパ
ーク焼津
ときめき遊星館前
広場

ディスカバリーパ
ーク焼津
☎ 625-0800

10 日㈫

行財政改革推進審議会
午前９時 30分　
※詳細は４㌻

市議会庁舎
３階 308号室

企画調整課
☎ 626-9432

乳幼児向けおはなしのへや
午前 11時（24日㈫も開催）
※�詳細は９㌻

大井川図書館 大井川図書館
☎ 622-9000

12 日㈭
お盆体験こうさく教室「エイムズの
小部屋」（～ 13日㈮）
午前11時、午後１時30分、２時45分
※要整理券、詳細は 11㌻

ディスカバリーパ
ーク焼津
ときめき遊星館
会議室

ディスカバリーパ
ーク焼津
☎ 625-0800

14 日㈯

お盆体験こうさく教室「冷却パック
を作ろう！」（～ 15日㈰）
午前11時、午後１時15分、２時15分、
３時15分
※要整理券、詳細は 11㌻

ディスカバリーパ
ーク焼津
ときめき遊星館
会議室

ディスカバリーパ
ーク焼津
☎ 625-0800

第 35回焼津海上花火大会
午後７時 30分～８時 30分
※�雨天順延、予備日は 15日㈰、16
日㈪、詳細は７㌻

焼津港新港
焼津海上花火大会
実行委員会
☎ 626-6266

臨時休館（～ 16日㈪）※詳細は７㌻ アクアスやいづ アクアスやいづ
☎ 621-0200

臨時休館　※詳細は７㌻ サンライフ焼津 サンライフ焼津
☎ 627-3377

臨時休館（～ 16日㈪）
※�詳細は７㌻

深層水ミュージア
ム・脱塩施設

深層水ミュージアム
☎ 620-5782

臨時休館（～ 16日㈪）
※店舗により異なるため要問合 うみえーる焼津 うみえーる焼津

☎ 626-1551

15 日㈰ 焼津市平和祈念式典・戦没者追悼式午後２時 30分　※詳細は３㌻
焼津文化会館
大ホール

地域福祉課
☎ 626-1127

18 日㈬
大井川図書館子ども図書館講座
午前 10時～午後３時 30分
（19日㈭・25日㈬・26日㈭も開催）
※�要申込、詳細は９㌻

大井川図書館 大井川図書館
☎ 622-9000

19 日㈭ 本の装備講座午前 10時～正午　※詳細は７㌻
焼津図書館
２階研修室

焼津図書館
☎ 628-2334

20 日㈮
映画上映会「第五福竜丸」
午後６時 40分（開場は午後６時）
※要整理券

焼津文化会館
小ホール

総務課
平和都市推進室
☎ 626-1146

21 日㈯

第 25回絵本原画展「絵本作家宮西
達也」（～９月５日㈰）
午前９時～午後４時 30分（最終日
は午後４時）　※詳細は８㌻

焼津文化会館
１階展示室

焼津図書館
☎ 628-2334

自然生態観察公園観察教室
午前９時 30分～正午
※要申込、詳細は８㌻

栃山川自然生態観
察公園

環境衛生課
☎ 626-1130

ふれあいミーティング
午後１時 30分　※詳細は６㌻

東益津公民館
大集会室

広報広聴課
☎ 626-2145

幼児向けおはなしのへや
午後２時 30分（28日㈯も開催）
※詳細は９㌻

大井川図書館 大井川図書館
☎ 622-9000

22 日㈰
ふれあいミーティング
午前 10時　※詳細は６㌻

港公民館
大会議室

広報広聴課
☎ 626-2145

リリとララのなかよしコンサート
※要申込、詳細は９㌻

大村公民館
大集会室

社会教育課
　　☎662-0511

24 日㈫
焼津市暴力追放・交通安全市民大会
午後６時 30分～７時 40分
※詳細は３㌻

大井川文化会館 生活安全課
☎ 626-1131

26 日㈭ 本の修理講座午前 10時～正午　※詳細は７㌻
焼津図書館
２階研修室

焼津図書館
☎ 628-2334

27 日㈮

夏休み親子施設見学会「焼津鰹節の
源流を訪ねて」
午前９時～午後３時
※要申込、詳細は９㌻

集合…焼津市役所
駐車場

資源活用課
☎ 626-1129

やいづ「だがしや学校」
午前９時 30分～正午　※詳細は７㌻

焼津公民館
会議室５・６

社会教育課
☎ 662-0511

名作映画会「かいじゅうたちのいる
ところ」
午後６時 30分（開場は午後６時）
※要整理券、詳細は８㌻

焼津文化会館
小ホール

焼津図書館
☎ 628-2334

28 日㈯
宮西達也講演会「ニャーゴのやさし
さ・ティラノのおもいやり」
午後１時 30分～３時 30分
※要申込、詳細は８㌻

焼津文化会館
３階会議室

焼津図書館
☎ 628-2334

31 日㈫
エコアクション21取得支援事業説明会
午後１時 30分～４時
※要申込、詳細は５㌻

市議会庁舎
３階 308号室

環境衛生課
☎ 626-1130
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プラネタリウムお盆スケジ
ュール
　満天の星空とコンピュータグラ
フィックによる迫力ある映像をお
楽しみください。
対象　どなたでも　期間　８月
10日㈫～15日㈰　内容と時間
■キッズタイム「あふりかぽれぽ
れ」…午前11時　■夏休み特別
投影「銀河鉄道の夜」…正午、午
後４時、午後５時30分　■プラ
ネタリウム番組「夜空を見上げて
～137億光年の宇宙旅行～」…
午後１時、午後３時　■CGド
ームシアター「W

ウィー
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ONOMERSボクらは天文学
者」…午後２時　【共通】　会場　
ときめき遊星館プラネタリウムホ
ール　参加費　16歳以上…600
円　４歳～15歳…200円　定
員　各回165人（当日先着順）
問合先　ディスカバリーパーク焼
津　☎625-0800　
ギャラリースペースK
■手づくり絵本　えほんの港　期
間　８月24日㈫～29日㈰　会
場・問合先　ギャラリースペース
K（月曜休廊）　☎629-8703

やいづ読書の会
対象　どなたでも　日時　８月
21日㈯　午後１時　会場　焼津
図書館２階視聴覚室　内容　植
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　日本海軍の礎
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を
作った男達」　定員　15人　問
合先　佐
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宅　☎624-5548

サイエンス教室
水
みず

ロケットを飛ばそう
　水と空気の力でペットボトルを
空に打ち上げよう。
対象　どなたでも　日時　８月８
日㈰　午後１時30分～４時　会
場　ときめき遊星館前広場　問合
先　ディスカバリーパーク焼津　
☎625-0800

お盆体験こうさく教室
■エイムズの小部屋　日時　８月
12日㈭・13日㈮　午前11時、

午後１時30分、午後２時45分
定員　各回16人（要整理券）■
冷却パックを作ろう！　日時　８
月14日㈯・15日㈰　午前11時、
午後１時15分、午後２時15分、
午後３時15分　定員　各回20
人（要整理券）　【共通】対象　ど
なたでも（小学３年生以下は、子
ども１人につき大人１人の補助が
必要）　会場　ときめき遊星館会
議室　参加費　100円　※当日午
前10時からその日の全部の回の
整理券を配布　問合先　ディスカ
バリーパーク焼津　☎625-0800

パソコン教室
■木曜自主講座　日時　８月５日
以降の毎週木曜日　午後１時～３
時　内容　質疑応答形式　■なん
でも自主講座　日時　８月８日以
降の毎週日曜日　午後３時30分
～５時30分　内容　質疑応答形
式　■初めてのパソコン講座　日
時　８月10日㈫・17日㈫・24
日㈫・31日㈫　午前９時30分
～11時30分　■インターネッ
ト・メール入門　日時　８月11
日㈬・18日㈬・25日㈬、９月
１日㈬　午後１時～３時　【共通】
受講料　チケット４枚綴りで
8,560円（テキスト料別途）　定
員　各20人（申込順）　申込方
法　各講座の初日までに電話で　
会場・申込・問合先　サンライフ
焼津　☎627-3377　
フィットネス教室
■ソフトヨガ　日時　９月７日
㈫・14日㈫・28日㈫　午前10
時30分～11時30分　受講料
2,400円　■ズンバ　日時　９
月１日㈬・８日㈬・15日㈬・22
日㈬　午後７時～７時50分　受
講料　3,500円　■癒しのアロ
マヨガ　日時　９月１日㈬・８日
㈬・15日㈬・22日㈬　午後８
時～９時　受講料　3,800円　
■ズンバゴールド　日時　９月７
日㈫・14日㈫・28日㈫　午後
２時～３時　受講料　2,700円
■カキラ　対象　中高年　日時　
９月２日㈭・９日㈭・16日㈭・
30日㈭　午後２時～３時　受講

料　3,500円　■ヨガ　日時　
９月３日㈮・10日㈮・17日㈮・
24日㈮　午後６時50分～７時
50分　受講料　3,500円　■チ
ャレンジエアロ　日時　９月２日
㈭・９日㈭・16日㈭・30日㈭
午後７時20分～８時20分　受
講料　3,500円　■シェイプア
ップボクサ　日時　９月７日㈫・
14日㈫・28日㈫　午後７時20
分～８時20分　受講料　2,700
円　【共通】　申込方法　各講座初
日までに電話で　会場・申込・問
合先　サンライフ焼津　☎
627-3377

初心者向けパソコン教室
対象　市内在住で60歳以上の人
日時　９月２日～28日の毎週
火・木曜日　午前10時～正午（全
７回、23日㈭を除く）　会場　
㈱サンロフト２階パソコン講座室
※エレベーターなし。　受講料　
1,700円（テキスト代含む）　定
員　15人（応募者多数の場合は
抽選）　申込方法　はがきに住所・
氏名・電話番号・パソコン経験の
有無・受講したい内容を記入し郵
送　申込期限　８月16日㈪（消
印有効）申込・問合先　

425-8502　栄町5-1-1　介護
福祉課　☎626-1117

精神障害者家族教室
対象　統合失調症の患者を抱える
家族　日時　９月10日㈮・17
日㈮・24日㈮（全３回）　午後
７時～９時　会場　総合福祉会館
大会議室　内容　統合失調症・薬
の知識・障害と福祉制度の講義、
家族の体験談と家族会活動　定員
20人 （申込順）　申込方法　８月
５日㈭以降に電話かファクスで　
申込・問合先　地域福祉課　☎
626-1127　626-2189　　

自衛隊採用セミナー
日時　①８月８日㈰　②８月15
日㈰　③８月22日㈰　いずれも
午前９時～午後５時　会場　①焼
津公民館会議室４　②③藤枝地域
事務所（藤枝市）　内容　概要説
明、質疑応答　※入退室自由　問
合先　自衛隊藤枝地域事務所　☎
643-6391　

市民スポーツ祭
■バウンドテニス　対象　市内在
住・在勤の人　日程　９月５日㈰
会場　総合体育館　参加費　１人
1,000円（保険料・弁当代含む）

申込方法　８月10日㈫までに電
話で　申込・問合先　八

や

木
ぎ

宅　☎
627-3984　■ゴルフ　対象　
市内在住・在勤・在学の人　日程
10月５日㈫　会場　藤枝ゴルフ
クラブ（藤枝市）　参加費　
3,000円（プレイ代別途）　申込
方法　８月７日㈯～９月18日㈯
に電話で　申込・問合先　事務局
☎626-6211　

中高年健康空手教室　
対象　中高年男女　日時　毎週
月・木曜日　午後７時30分～９
時　会場　藤枝市大洲中学校柔剣
道場　参加費　月3,000円　※
２カ月無料体験あり。　申込・問
合先　藁

わら

科
しな

宅　623-0156　

居合道教室
対象　どなたでも　日時　①土曜
日…午後７時～９時　②日曜日…
午前９時～正午　会場　①大井川
中学校平成館　②静浜基地体育館
参加費　月500円　持ち物　用
具は無料貸出可（正式入会後）　
服装　運動のできる服装　※体験
教室・個人指導あり。　申込・問
合先　浜

はま

田
だ

宅　☎622-7524・
☎090-6334-9803　

ソフトテニスナイタースク
ール
対象　市内在住・在勤・在学（中
学生以上）の人　※中学生の参加
者は父兄が必ず送迎してくださ
い。　日時　８月21日～11月
６日の毎週土曜日　午後６時～７
時30分（集合は午後５時40分）
会場　漁船員テニスコート　参加
費　4,500円（全12回）　定員
50人（申込順）　申込方法　８
月21日㈯の午後５時20分から
会場で受付　申込・問合先　焼津
市ソフトテニス協会事務局　天

あま

野
の

宅　☎620-3619　

土
と

岐
き

市
し

スポーツ交流大会
対象　市内のスポーツ競技団体チ
ーム（中高生の場合は要相談）　
日時　９月５日㈰　会場　岐阜県
土岐市（バスは市で用意）　種目
不問　（土岐市の都合により参加
できない場合あり）　参加費　
800円（弁当代）　申込方法　８
月10日㈫までに電話で　申込・
問合先　スポーツ振興課　☎
628-5740　　　

富士山静岡空港フォトコン
テスト
募集対象　６月４日㈮～９月30
日㈭の間に富士山静岡空港を利用
して旅行をした際に撮影した写真

募集部門　①忘れられない風景部
門（風景写真）　②楽しかった思
い出部門（人物中心の写真）　応
募方法　応募作品の裏面に必要事
項（撮影場所・募集部門・郵便番
号・住所・氏名・年齢・性別・電
話番号）を明記し、富士山静岡空
港発着の搭乗券の半券（コピー可）
を同封し郵送　応募締切　10月
29日㈮（消印有効）　※詳しく
はホームページ（http://www.
fs-airport.com）をご覧くださ
い。　応募・問合先　420-87
99　静岡中央郵便局留富士山静
岡空港　フォトコンテスト事務局
（県空港利用政策課）　☎221-27
77　　

電気使用安全月間
　８月は、ほかの月に比べて感電
を中心とする電気の事故の発生が
多くなります。また雷や台風など
の自然災害の発生も懸念されるの
で、特に注意が必要です。今一度
電気設備の保安について確認し、
電気事故災害を未然に防ぎましょ
う。　問合先　中部電気保安協
会藤枝事業所　☎641-6178
おもちゃ病院Yaizu
対象　どなたでも　日時　８月
22日㈰　午前10時～午後３時
会場　大井川福祉センター　内容
子どものおもちゃを無料で修理　
問合先　焼津市社会福祉協議会　
☎662-0610

第25回大井川平和展
日程　８月８日㈰　会場　大井川
公民館　内容（時間）　①展示（午
前９時～午後５時）…広島・長崎
原爆被災の写真と被災者の描いた
絵ほか　②朗読劇（午後２時～２
時30分）…読み聞かせボランテ
ィア「やしゃんぼ」、大井川ジュ
ニア合唱団　③合唱（午後２時
30分～３時）…うたう仲間
T

ト モ

OMO　問合先　大井川平和展
実行委員会事務局　杉

すぎ

田
た

宅　☎
622-4782

８月の刃物研ぎ
日程・会場　 ▽ 1日㈰…西町公
会堂　 ▽８日㈰…塩津公会堂　 ▽

15日㈰…大村公会堂　受付時間
午前９時～午後１時（仕上がりは
午後）　料金　包丁…300円～　
はさみ…350円～　※特殊なも
のは相談にて　雨天中止　問合先
焼津市シルバー人材センター　☎
627-1150

●  紙面の都合で限られた情報のみを掲載しています。
詳しくは各問合先に問い合わせてください。

● 記載がない場合は、申込不要・参加無料です。
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