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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。

■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９ 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。

　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　２日㈭・16日㈭・30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　14日㈫・28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
　犬２頭と猫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　
◇�９日㈭…午前９時30分～10時30

分　焼津文化会館（三ケ名）、午後１時
40分～３時30分　焼津警察署(道原）
◇�11日㈯…午前９時30分～午後３時
30分　アクアスやいづ（鰯ケ島）　

◇�26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）

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

日付 当番店・電話

５日㈰ ㈲東海ポンプ工務所
☎ 627-9000

12 日㈰ ㈱中里鉄工所☎ 627-1237

19 日㈰ ㈱福泉大井川支店☎ 622-1260
20 日

（祝・月）
福与工業㈱

☎ 622-1172
23 日

（祝・木）
㈲見崎設備

☎ 628-9512

26 日㈰ ㈱村田組 ☎ 622-0758
10 月
３日㈰

㈲村本配管工業
☎ 624-9556

日付 診療科など 医療機関名 電話

５日㈰

内科 畠山クリニック（東小川８) ☎621-5971

小児科 小井土クリニック (焼津４) ☎627-0339

外科 小井土クリニック (焼津４) ☎627-0339

耳鼻科 吉田耳鼻咽喉科医院（下小田 ) ☎623-1187

歯科 永田歯科医院 (本町１) ☎629-3131

当番薬局 東京薬局 (栄町３) －

12 日㈰

内科 西焼津駅前クリニック (小土 ) ☎671-0080

小児科 西焼津こどもクリニック (西焼津 ) ☎626-0121

内科／小児科 横山消化器内科 (下小杉 )☆ ☎622-0045

外科 小田切整形外科 (田尻 ) ☎623-1050

産婦人科 前田産科婦人科医院 (小屋敷 ) ☎626-8603

耳鼻科 ふじえだ耳鼻咽喉科クリニック ( 藤枝
市上薮田 )☆ ☎648-1000

眼科 焼津こがわ眼科 (東小川２) ☎626-8860

歯科 奥村歯科医院 (上泉 ) ☎622-8448

当番薬局
西やいづ薬局 ( 小屋敷 )、むつごろう
薬局焼津店 ( 西焼津 )、赤木薬局小川
店 (東小川２)

－

19 日㈰

内科 立花クリニック (五ケ堀之内 ) ☎620-9191

内科／小児科 中山クリニック (下小田 ) ☎623-0090

外科 志太記念脳神経外科 (小柳津 ) ☎620-3717

耳鼻科 佐々木耳鼻咽喉科医院 (塩津 ) ☎629-3775

眼科 きむら眼科 (上新田 )☆ ☎622-5811

歯科 焼津歯科医院 (焼津３) ☎629-2221

当番薬局
ファミリー薬局 ( 五ケ堀之内 )、きら
ら薬局西焼津 (小柳津 )、アトム薬局
(塩津 )

－

20 日
（祝・月）

内科 小石川内科クリニック (栄町１) ☎621-1111

内科／小児科 佐藤医院 (田尻 ) ☎624-4804

外科 さわい医院 (栄町２) ☎626-6660

耳鼻科 村松耳鼻咽喉科 (藤枝市藤枝５)☆ ☎641-5318

眼科 柴田眼科 (西小川２) ☎626-8131

歯科 小杉歯科医院 (西小川２) ☎627-8212

当番薬局
ミント薬局 (栄町１)、フラワー薬局田
尻店 ( 田尻 )、東京薬局中港店 ( 栄町
２)、プリンス薬局 (西小川２)

－

23 日
（祝・木）

内科 岡本内科医院 (本町６) ☎628-2342

小児科 ほりお小児科 (西小川２) ☎626-5500

外科 金子外科胃腸科医院 (田尻 ) ☎624-9007

耳鼻科 八楠耳鼻咽喉科 (八楠 ) ☎629-5566

歯科 黒田歯科医院 (中里 ) ☎628-6060

当番薬局 きらら薬局西小川 (西小川１)、愛清館
八楠薬局 (八楠 ) －

26 日㈰

内科 みどりのクリニック (中里 ) ☎628-1222

小児科 本多小児科医院 (大栄町２) ☎628-0113

外科 大井胃腸科外科医院 (三右衛門新田 ) ☎624-8030

耳鼻科 藤枝診療所 (藤枝市高洲 )☆ ☎635-8749

眼科 大住眼科医院 (大住 ) ☎623-0330

歯科 ふかざわ歯科 (坂本 ) ☎626-7111

当番薬局
中里薬局 ( 中里 )、メロン薬局 ( 大栄
町１)、フラワー薬局大富店 (三右衛門
新田 )、龍昇堂薬局 (坂本 )

－

日付 行事名・時間など 会場・問合先

１日㈬
焼津市建築審査会
午後３時
※�傍聴希望者は問い合わせてくださ
い。

市議会庁舎３階 302号 B室
問建築指導課☎ 626-2102

５日㈰ 図書館むかしばなしの部屋
午後３時

焼津図書館２階視聴覚室
問焼津図書館☎ 628-2334

６日㈪

大井川地区結核健診・肺がん検診
午前９時～ 11時、午後１時～３時
※次の日程も実施します。
　�９月７日㈫・14 日㈫・15 日
㈬…午後１時～３時　９月 10
日㈮…午前９時～ 11時

大井川保健相談センター
問保健センター☎ 627-4111

８日㈬
都市計画案に関する公聴会
午後２時
※�公述の申し出がなかった場合は中
止します。

市役所本館６階 603号室
問都市計画課☎ 626-2160

11 日㈯

敬老会（大井川地区）
午前９時 30 分～ 11 時（受付は午
前９時）

大井川文化会館
問介護福祉課☎ 626-1117

敬老会（大富・和田地区）
午前 10 時 30 分～正午（受付は午
前 10時） 焼津文化会館大ホール

問介護福祉課☎ 626-1117敬老会（焼津・大村地区）
午後２時～３時 30分（受付は午後
１時 30分）
プラネタリウム番組「月の世界」
～ 12月５日㈰（月曜休館、祝日の
場合は翌平日）　土日・祝日…午
後１時、午後３時、午後５時 30分、
上記以外…午後２時

ディスカバリーパーク焼津
ときめき遊星館プラネタリウム
問☎ 625-0800

12 日㈰

敬老会（�豊田・東益津地区）
午前 10 時～ 11 時 30 分（受付は
午前９時 30分） 焼津文化会館大ホール

問介護福祉課☎ 626-1117敬老会（小川・港地区）
午後１時 30分～３時（受付は午後
１時）

19 日㈰

八丁櫓大競漕大会
午前９時

焼津漁港
問焼津商工会議所☎628-6251

オータムフェスト in やいづ
午前９時～午後３時

焼津漁港市場新屋売場
問焼津商工会議所☎628-6251

26 日㈰
ふれあいミーティング
午前 10時～ 11時 30分
※�主な対象は大富第 18・19・20
自治会

大富公民館大集会室
問広報広聴課☎ 626-2145
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◆会場・日時（９月、１０月の日程）
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特別展「くっつけ！磁石展」
日時　９月11日㈯～12月５日
㈰　平日…午前９時～午後４時
30分　土日・祝日…午前10時
～午後５時30分　会場　ときめ
き遊星館展示・体験室　参加費　
16歳以上…300円　４歳～15
歳…100円　※当日入場券を購
入する。　問合先　ディスカバリ
ーパーク焼津　☎625-0800

ギャラリー富士うさぎ
■桒

くわ

原
はら

淑
よし

男
お

の陶
とう

人
にん

形
ぎょう

展
てん

　日時　
10月14日㈭～18日㈪　午前
10時～午後５時（最終日は午後
３時まで）　■古

こ

布
ふ

アート・千
せん

南
なん

展
てん

　日時　10月 22日㈮～24
日㈰　午前10時～午後５時（最
終日は午後４時まで）　会場・問
合先　ギャラリー富士うさぎ　☎
637-9202　　

発達障害学習会
日時　９月25日㈯　午後１時
15分～４時（受付は午後０時
30分）　会場　静岡福祉大学福
祉創造館第２講義室　内容　映画
「星の国から孫ふたり」の上映と
監督の講演　受講料　高校生以上
…前売り1,000円（当日1,300
円）中学生以下・障害者手帳保持
者…前売り800円（当日1,000
円）　問合先　静岡福祉大学地域
交流センター　☎623-7013

手話講習会（基礎）
対象　入門課程修了者または手話
サークル活動３年以上の人でかつ
手話通訳者を目指す気持ちがある
人（手話通訳はつきません）　日
時　９月30日～平成23年２月
24日の毎週木曜日　午後７時～
９ 時、　10 月 24 日 ㈰、11 月
14日㈰、12月 12日㈰、平成
23年１月23日㈰、２月27日
㈰　午後１時～４時30分　会場
総合福祉会館、大井川福祉センタ
ー　受講料　1,470円（テキス
ト代含む）　定員　20人（申込
順）　申込方法　９月８日㈬まで
に電話で　申込・問合先　地域福
祉課　☎626-1127

小泉八雲の古文書講座
対象　どなたでも　日時　９月
25日㈯、10月31日㈰、11月
28日㈰　午後３時～５時　12
月26日㈰　午前10時～正午（全
４回）　講師　青

あお

木
き

茂
しげ

久
ひさ

さん (港
中学校教諭 )　定員　20人（申
込順）　申込方法　９月５日㈰～
電話または直接窓口へ（午前９時
～午後５時、月曜休館）　会場・
申込・問合先　焼津小泉八雲記念
館　☎620-0022　　　
俳句講話
対象　どなたでも　日時　９月
11日㈯　午前10時～正午　会
場　焼津公民館大集会室　講師　
秋
あき

山
やま

青
せい

潮
ちょう

さん　定員　50人（申
込順）　申込方法　電話で　申込・
問合先　秋山宅　☎628-8540
ポルトガル語入門講座
日時　10月８日～11月26日
の毎週金曜日　午後７時～８時
30分（全８回）　会場　３区コ
ミュニティー防災センター　内容
ブラジル出身の講師からポルトガ
ル語と母国の文化を学ぶ　受講料
2,000円　定員　20人（申込多
数の場合は抽選）　申込方法　９
月17日㈮までに電話で　申込・
問合先　焼津市国際友好協会（市
民共生課内）　☎626-1178

パキスタン料理教室
日時　９月26日㈰　午前９時
30分～午後２時　会場　港公民
館調理実習室　受講料　1,000
円　持ち物　筆記用具、エプロン、
三角巾、ふきん、持ち帰り用容器
定員　20人（申込順 )　申込方
法　９月６日㈪～電話で　申込・
問合先　焼津国際交流かもめ　紺

こん

野
の

宅　☎627-1130

パソコン教室　
■パソコン体験講座　日時　10
月３日～31日の毎週日曜日　午
後１時～３時　10月６日㈬・27
日㈬　午前９時30分～11時
30分　内容　W

ワ ー ド

ord、E
エ ク セ ル

xcel な
ど　受講料　１回500円　定員
20人　申込方法　各開催日の前
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　10月５日
㈫・19日㈫・26日㈫　午前10
時30分～11時30分　受講料
2,400円　■ズンバ　日時　10
月６日㈬・13日㈬・20日㈬　
午後７時～７時50分　受講料　
2,700円　■癒しのアロマヨガ
日時　10月６日㈬・13日㈬・
20日㈬　午後８時～９時　受講
料　3,000円　■ズンバゴール
ド　日時　10月５日㈫・19日
㈫・26日㈫　午後２時～３時　
受講料　2,700円　■しなやか
ピラティス　日時　10月７日
㈭・14日㈭・21日㈭・28日㈭
午前10時30分～11時30分
受講料　3,000円　■ヨガ　日
時　10月１日㈮・８日㈮・15
日㈮・22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　
10月７日㈭・14日㈭・21日㈭・
28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　10
月５日㈫・19日㈫・26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

志太獣医師会市民講座
対象　どなたでも　日時　９月
12日㈰　午後２時～３時　会場
藤枝市総合運動公園サッカー場会
議室（藤枝市）　内容　動物と共
に災害を乗り越える知恵～阪神淡
路大震災の体験～　講師　市

いち

田
だ

成
しげ

勝
かつ

さん (前神戸市獣医師会会長)
定員　100人（当日先着順）　問
合先　くめの動物病院　☎647-
5056　

市民スポーツ祭
■弓道　対象　一般・中学生（高
校生不可）　日程　９月26日㈰
会場　焼津弓道場　申込方法　当
日に受付　問合先　青

あお

島
しま

宅　☎
627-1965　■陸上　対象　４
歳以上　日程　10月３日㈰　会
場　総合グラウンド陸上競技場　
参加費　小学生以上…１種目
300円　幼児…無料　リレー…
１チーム300円　申込方法　９
月15日㈬までに電話で　申込・
問合先　原

はら

田
だ

宅　☎623-0339
■野球　対象　成人・中学生・小

学生　日程　10月９日㈯～　会
場　焼津球場ほか　参加費　１チ
ーム5,000円　申込方法　９月
19日㈰までに電話で　申込・問
合先　清

し

水
みず

宅　☎628-3473　
平
ひら

山
やま

宅　☎624-5501　■柔道
対象　小学生以上の男女　日程　
10月 11日 (祝・月 )　会場　
焼津体育館　参加費　中学生…
300円　小学生…200円（保険
料含む）　申込方法　９月15日
㈬までに電話で　申込・問合先 
福
ふく

村
むら

宅　☎624-1055　■太極
拳　対象　焼津市民　日程　10
月24日㈰　会場　総合体育館　
参加費　１人200円　申込方法
９月10日㈮までに電話で　申
込・問合先　事務局　☎620-33
34　

焼津少年少女合唱団ゆりかもめ
対象　小学４年生～中学３年生　
日時　毎月３～４回（土日）　午
前９時～正午　会場　焼津南小学
校体育館　参加費　月1,700円
申込方法　各小学校または焼津南
小へ（随時募集）　問合先　焼津
南小学校教諭　三

み

田
た

　☎628-23
21　
大井川ジュニア合唱団
対象　市内在学の小学２～６年生
男女・市内在学の中学1年生女
子　日時　10月～平成23年９
月の第１・３・４土曜日　午後４
時～６時　内容　合唱とミュージ
カル（定期演奏会・発表会・各種
イベントへの参加など）　講師　
石
いし

橋
ばし

弘
ひろ

樹
き

さん、豊
とよ

島
しま

洋
よう

子
こ

さん、山
やま

下
した

久
く

美
み

子
こ

さん、東
あずま

みどりさん、岩
いわ

本
もと

佐
さ

知
ち

子
こ

さん　参加費　月
1,500円（資料代含む）　申込方
法　９月４日㈯～25日㈯に申込
書を直接窓口へ　会場・申込・問
合先　大井川公民館　☎622-31
11

第４回公園フォトコンテスト
対象　アマチュアカメラマン　内
容　①写真部門（六つ切りまたは
A４サイズ）　②携帯電話写真部
門　申込方法　①住所・氏名・電
話番号・写真の題名・撮影公園名
を明記し郵送または直接窓口で　
②電話番号と写真を電子メールで
申込期限　10月29日㈮（土日・
祝日は除く）　申込・問合先　

425-0022　本町2-13-29　焼
津環境緑化事業協同組合　☎
902-1437　green-team@
ab.thn.ne.jp 

大井川港つり大会　
対象　どなたでも　日時　９月
26日㈰（延期の場合10月３日
㈰）　午前８時～10時30分（受
付は午前７時）　会場　大井川港
内北・東岸壁　参加費　500円
えさ付き (当日1,000円）　申
込方法　９月23日 (祝・木)ま
でに参加費を持参して申込先へ　
申込・問合先　大井川釣具商組合
村
むら

松
まつ

釣具店　☎622-2119　荒
あら

砂
すな

釣具店　☎622-4543　

ディスカバリーパーク焼津
ときめき遊星館臨時休館
　プラネタリウム番組の入れ替え
や特別展の準備のため、次の期間
は休館します。
期間　９月７日㈫～10日㈮　問
合先　ディスカバリーパーク焼津
☎625-0800

防衛省(自衛隊)採用試験
■看護学生　対象　高卒(見込み
含む)で24歳未満の人　日程　
10月23日㈯　■防衛大学校学
生(一般 )　対象　高卒(見込み
含む)で21歳未満の人　日程　
11月６日㈯・７日㈰　■防衛医
科大学校学生　対象　高卒(見込
み含む)で21歳未満の人　日程
10月 30日㈯・31日㈰　■陸
上自衛官(看護 )　対象　看護師
免許ありの36歳未満の人　日程
11月20日㈯　■陸上自衛隊高
等工科学校生徒　対象　15歳以
上17歳未満の男子　日程　平成
23年１月22日㈯　【共通】　対
象年齢　平成23年４月１日現在
申込方法　10月１日㈮までに電
話または直接窓口で（陸上自衛隊
高等工科学校生徒は平成23年1
月７日㈮まで）　申込・問合先　
自衛隊藤枝地域事務所　☎643-
6391

藤枝特別支援学校体験入学
対象　藤枝特別支援学校小学部へ
の就学を検討している年長児と保
護者　日時　説明会…９月28日
㈫　午前９時～11時30分　体
験日…９月29日㈬・30日㈭、
10月１日㈮のいずれか１日　午
前９時～11時　参加費　250
円（保険代）　申込方法　９月
10日㈮までに電話で　会場・申
込・問合先　藤枝特別支援学校（藤
枝市）教育相談担当　☎636-18
92

●  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。

せ ーナーコ知 らお

（11） 平成 22 年９月１日号

みる

そのほか

募集

まなぶ


