
ボール・水筒　申込方法　セレク
ション希望者の氏名・生年月日・
保護者名・住所・電話番号・所属
チーム・ポジション・身長・体重
を 12 月 25 日㈯までにファクス
で　申込・問合先　EWS 焼津・
FC　曾

そ

根
ね

　☎ 090-3301-5362
662-0265

焼津公民館・ふれあいホール
休館のお知らせ
12 月 13 日㈪は、館内定期清掃
のため休館します。ご理解とご協
力をお願いします。　問合先　焼
津公民館　☎ 626-0888　ふれ
あいホール　☎ 626-2011

おもちゃ図書館
ハンディのある子を中心とした遊
び場で、大型絵本の読み語りなど
を行います。　対象　子とその保
護者　日時　12 月 19 日㈰　午
前 10 時～午後３時　会場　福祉
老人センター　※直接会場にお越
しください。　問合先　焼津市社
会福祉協議会　☎ 621-2941
医療従事者の皆さんへ
業務従事者届出の提出
今年 12 月 31 日現在において就
業している医療従事者は、「業務
従事者届出」が必要です。医師、
歯科医師、薬剤師、保健師、助産
師、看護師、准看護師、歯科衛生
士、歯科技工士は、各法律により、
２年に一度、12 月 31 日現在の
就業状況（医師、歯科医師、薬剤
師はすべての有資格者）を届け出
なければなりません。今月中旬ご

ろ、県から各職場を通じて「届出
票」を配布します。期限までに就
業地（医師、歯科医師、薬剤師は
住所地でも可）を管轄する保健所
まで提出してください。届出票が
届かない場合は、最寄りの保健所
へ問い合わせてください。　提出
期限　１月 17 日㈪　提出先　①
医師・歯科医師・薬剤師…就業地
または住所地を管轄する保健所　
②保健師・助産師・看護師・准看
護師・歯科衛生士・歯科技工士…
就業地を管轄する保健所　問合先
①…県健康福祉部管理局政策監付
企画班　☎ 221-3357　②…県
健康福祉部医療健康局地域医療課
医療人材班　☎ 221-2407

日韓交流年末親睦会
韓国観光公社より講師を招き、韓
国の人気観光地を紹介します。　
日時　12 月 18 日㈯　正午～　
会場　焼津鰹節会館２階　参加費
5,000 円　申込方法　12 月６日
㈪～ 17 日㈮の間に電話で　定員
30 人（申込順）　申込・問合先
焼津市日韓友好協会　越

え ち

後
ご

宅　☎
627-4888

自賠責保険・共済の有効期
限は切れていませんか？
自賠責保険・共済は、万一の自動
車事故の際の基本的な対人賠償を
目的として、原動機付自転車を含
むすべての自動車に加入が義務付
けられています。自賠責保険・共
済に加入していない状態での運転
は法令違反です。ご注意ください。
特に、車検制度のない 250cc 以
下のバイク（原動機付自転車・軽

二輪自動車）は有効期限切れや掛
け忘れにご注意ください。自賠責
制度の詳しい内容はホームページ

（http://www.jibai.jp）でご覧
になれます。　問合先　国土交通
省中部運輸局静岡運輸支局　☎
261-2898

離職により住宅などにお困
りの人へ
離職によって住居を失い困ってい
る人や雇用保険受給資格がなく

（または受給を終了して）就職活
動中の生活費に困っている人に対
して、いくつかの支援策が用意さ
れています。　■住宅支援…住宅
手当　住宅を喪失または喪失する
恐れのある人に対し、半年間家賃

（限度額あり）の補助を行います。
■入居資金…総合支援資金貸付　
住居を失った人に対し、新たに入
居するために必要な敷金・礼金な
どの初期費用の貸付を行います。
■生活資金…臨時特例つなぎ資金
貸付、訓練・生活資金給付　公的
資金の貸付開始までの期間、ある
いは職業訓練期間中の生活費など
の貸付や給付を行います。　※各
支援策により「対象者の要件」や

「手続きを担当する機関」が異な
ります。相談の内容により、担当
する機関をご案内しますので、離
職により住宅などにお困りの人は
次のいずれかの窓口にご相談くだ
さい。　問合先　ハローワーク焼
津　☎ 628-5155　焼津市福祉
事務所　☎ 626-1127　焼津市
社会福祉協議会　☎ 621-2941
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そのほか

三右衛門新田　　　　　　　

「中老会」結成30年
記念誌を発行

中老会会長　村
む ら

松
ま つ

伸
し ん

一
い ち

さん
（三右衛門新田・54 歳）
　「昭和 56 年に結成され
た三右衛門新田『中老会』
が今年で 30 年目を迎え、
記念誌を発行することにな
りました。

　編集にあたり、歴代役員や地元の皆さんがこの地域
を思う気持ちやご苦労は今日まで引き継がれているこ
とを深く感じました。
　この 30 年という大きな節目から、『継続は力なり』
をモットーに、新たなる行事などを通じて、心の豊か
さや活性化を次世代に伝え、さらなる地域貢献をして
いきたいです。」
問合先　広報広聴課　☎ 626-2145

EVENT INFORMATION   ● イベント情報 ●

焼津・大井川図書館
子ども向けの催事

　クリスマスの本場であるドイツにちなんだイベ
ントを開催します。ドイツ大使館より日独交流
150 周年事業と認定されたイベントです。
　家族が集い触れ合う本場のクリスマスの雰囲気
をぜひ体感してください。
　両日ともサンタクロースが皆さんの案内役とし
て活躍します。
日 時　12 月 18 日㈯　午後１時～６時、19 日㈰

午前 10 時～午後４時
会場　18 日㈯…サウンドアルハ（昭和通り）
　19 日㈰…昭和通り商店街・神武通り商店街
内 容　クリスマスマーケット（学生・洋菓子店・

福祉施設による物品販売、ゲームなど。ドイツ
では欠かせないシュトレン・グリューワインも
販売）　18日のみ／クリスマスカード作成

（参加費　350 円　※切手代は別途。）ドイ
ツのクリスマス紹介（本場のクリスマスについ
て写真を見ながら対話形式で紹介）クリスマ
ス飾り（アドベントクランツ）作製講座（参加
費　500 円　定員　先着 10 人）星占い（参
加費　500 円～）　19 日のみ／クリスマス
コンサートフェア（参加無料）

問合先　昭和通り理事長　加
か と う

藤宅　☎ 626-9585
　神武通り理事長　佐

さ と う

藤宅　☎ 628-4491

まちづくり塾・昭和通り・神武通り
ドイツクリスマスフェア―
in やいづ 2010　図書館では、幼児や児童とその保護者に読み聞

かせや読書の習慣を持ってもらうため、絵本やお
話の本に親しむ場としておはなし会や朗読会など
を開催しています。
　また、子ども向け映画の上映会も開催してい
ます。短時間の上映ですので、小さなお子さん
の ｢映画デビュー｣ にいかがですか？
　ぜひ、親子そろってお越しください。

 焼津図書館　☎ 628-2334
₁幼児から楽しめるおはなし会
日 時　12 月４日㈯・11 日㈯・18 日㈯　午後２

時～
会 場　焼津図書館おはなしコーナー
内 容　絵本や紙芝居
₂ 小学生から楽しめる朗読会
日 時　12 月４日㈯・11 日㈯　午後３時～
会 場　焼津図書館２階視聴覚室
内 容　本の朗読
₃クリスマスおはなし会
日 時　12 月 25 日㈯　午後２時～
※詳しくは次号をご覧ください。
 ₄こども映画会
日時　12 月 18 日㈯　午後３時～
会場　焼津小泉八雲記念館多目的室

内 容　神さまがくれたクリスマスツリームー
ミン　ぼくは王様だぼくへそまでまんが（３
本、計 55 分）

【₁～₄共通】
参加無料
申 込不要（直接会場へお越しください）

 大井川図書館　☎ 622-9000
 ₅乳幼児向けおはなしのへや
日 時　12 月 14 日㈫・28 日㈫　午前 11 時～
 ₆幼児向けおはなしのへや
日 時　12 月４日㈯・18 日㈯・25 日㈯　午後２

時 30 分～
【₅～₆共通】　

会 場　大井川図書館おはなしコーナー
内 容　紙芝居や絵本、手遊び
参加無料　申 込不要（直接会場へお越しください）
 ₇おはなしのへや　クリスマス会
対象　乳幼児以上
日 時　12 月 11 日㈯　午後２時～
会場　大井川公民館大会議室
内 容　劇・パネルシアター・ハンドベルの演奏など
参加無料
申込不要（直接会場へお越しください）

まちのホットな話題
こんなお便りが届きました



ディスカバリーパーク焼津特別展
木のからくりおもちゃ展

「木」を材料とした手作りのから
くりおもちゃを展示します。から
くりが動作する仕組みや物作りの
楽しさを遊びながら体験しよう。
対象　どなたでも　日時　12 月
11 日㈯～平成 23 年４月３日㈰
平日…午前９時～午後４時 30 分
土日祝…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～ 15 歳…100 円
３歳以下…無料　申込方法　当日
来館して入場券を購入　申込・問
合先　ディスカバリーパーク焼津
☎ 625-0800
ディスカバリーパーク焼津
プラネタリウム新番組
プラネタリウムの新番組が始まり
ます。　番組名　プラネタリウ
ム番組「冬の星空で巡る　星の一
生」 CG ドームシアター『ア
ストロノート　宇宙飛行士にな
る』　期間　12 月 11 日㈯～平
成 23 年４月 10 日㈰　会場　と
きめき遊星館プラネタリウム　問
合先　ディスカバリーパーク焼津
☎ 625-0800

柳屋ギャラリーの展示
■キルトでメリークリスマス　大
富・豊田公民館合同キルト展　日
時　12 月２日㈭～７日㈫　午前
10 時～午後５時　※最終日は午
後４時まで。　■年末チャリテー
小品展　絵画・木彫・陶芸の展示
即売　日時　12 月 11 日㈯・12
日㈰　午前 10 時～午後５時　※
最終日は午後４時まで。　■新春
屏風絵展　山

や ま

西
に し

秋
あ き

雄
お

　日時　１月
５日㈬～ 11 日㈫　午前 10 時～
午後５時　【共通】　会場・問合先
柳屋ギャラリー（水曜休廊）　☎
629-2108

やいづ読書の会
日時　12 月 18 日㈯　午後１時
～　会場　焼津図書館２階視聴覚
室　内容　ジュンパ・ラヒリ著「停
電の夜に」　問合先　佐

さ

藤
と う

宅　☎

624-5548

サンライフ焼津
フィットネス教室
■ソフトヨガ　日時　１月４日
㈫・18 日㈫・25 日㈫　午前 10
時 30 分～ 11 時 30 分　参加費
月 2,400 円　■しなやかピラテ
ィス　日時　１月６日㈭・13 日
㈭・20 日 ㈭ ・27 日 ㈭　 午 前
10 時 30 分～ 11 時 30 分　参
加費　月 3,000 円　■ヨガ　日
時　１月７日㈮・14 日㈮・21
日㈮・28 日㈮　午後６時 50 分
～７時 50 分　参加費　月 3,50
0 円　■チャレンジエアロ　日時
１月６日㈭・13 日㈭・20 日㈭ 
・27 日㈭  午後７時 20 分～８時
20 分　参加費　月 3,500 円　
■シェイプアップボクサ　日時　
１月４日㈫・18 日㈫・25 日㈫
午後７時 20 分～８時 20 分　参
加費　月 2,700 円　■中高年ヨ
ガ（カキラ）　日時　１月６日㈭・
13 日㈭・20 日㈭ ・27 日㈭  午
後２時～３時　参加費　月 3,50
0 円　■Ｚ

ズ ン バ

ＵＭＢＡ　日時　１月
５日㈬・12 日㈬・19 日㈬午後
７時～７時 50 分　参加費　月
2,700 円　■癒しのアロマヨガ
日時　１月５日㈬・12 日㈬・19
日㈬　午後８時～９時　参加費　
月 3,000 円　【共通】　申込方法
各講座初日の前日までに電話で

（予約制）　申込・問合先　サンラ
イフ焼津　☎ 627-3377

初級中国語講座
中国の様子に触れながら、中国語
を発音の基礎から学びます。　対
象　どなたでも　日時　１月６日
～２月 24 日　毎週木曜日　午後
７時～９時（全８回）　会場　３
区コミュニティ防災センター　講
師　楊

よ う

鉄
て つ

偉
い

さん（焼津水産加工セ
ンター管理部総務課研修生受入室
室長）　参加費　4,000 円　定員
20 人（申込順）　申込方法　12
月６日㈪以降の平日午前８時 15
分～午後５時 15 分の間に電話で
申込・問合先　焼津市日中友好協
会事務局（市民共生課内）　☎
626-1178

国連外国語講座
来年１月に開講する外国語講座の
受講生を募集します。　①英会話
初級　日時　１月 17 日～３月
28 日の毎週月曜日　午後６時
45 分～８時 45 分　定員　20
人×２クラス　②英会話中級　日
時　１月 19 日～３月 23 日の毎
週水曜日　午後６時 45 分～８時
45 分　定員　20 人×２クラス
③英会話上級　日時　１月 20 日
～３月 24 日の毎週木曜日　午後
６時 45 分～８時 45 分　定員　
15 人×２クラス　④ハングル入
門　日時　１月 18 日～３月 22
日の毎週火曜日　午後７時～８時
45 分　定員　15 人×１クラス
⑤ハングル初級　日時　１月 14
日～３月 25 日の毎週金曜日　午
後７時～８時 45 分　定員　15
人× 1 クラス　⑥ハングル中級
日時　１月 20 日～３月 24 日の
毎週木曜日　午後３時～４時 45
分　定員　15 人×１クラス　

【共通】　受講回数　祝日を除く全
10 回　会場　①～③…静岡県教
育会館（静岡市葵区）　④～⑥…
静岡県観光・国際交流センター（静
岡市駿河区）　受講料　15,000
円（教材費別途）　※③のみ 17,0
00 円（教材費別途）　申込方法
12 月 15 日㈬までに電話かメー
ル、ファクスで、希望講座・希望
会場「静岡」・氏名（ふりがな）、
住所・昼間の連絡先・返信先のメ
ールアドレスかファクス番号・受
講経験の有無を知らせる　申込・
問合先　日本国際連合協会静岡県
本部　☎ 202-3413　 info@
sir.or.jp　202-0932
シニア向けパソコン講座
はじめてのパソコン
対象　50 歳以上でパソコンに触
れる機会のなかった人　日時　１
月９日㈰・15 日㈯・23 日㈰・
30 日㈰　午前９時～午後４時　
※いずれか１日を選択。　内容　
電源の入れ方や W

ワ ー ド

ord による文
字入力、簡単なインターネットの
方法など　※ W

ウ ィ ン ド ウ ズ

indows98 を使
用。　定員　各回 16 人（定員を
超えた場合は抽選）　参加無料　
※昼食を頼む場合 550 円。　申
込方法　12 月 18 日㈯の午後５時
までに電話で　会場・申込先　県
立焼津青少年の家　☎ 624-4675

甲種防火管理講習会
甲種防火管理者の資格を取得する
ための講習会です。　対象　どな

たでも　日時　１月 27 日㈭・
28 日㈮　午前９時～午後５時　
会場　消防防災センター　テキス
ト代　3,600 円　申込方法　消
防防災局予防課または大井川消防
署にある申込書に必要事項を記入
する　申込期間　12 月 13 日㈪
～１月 14 日㈮の平日午前８時
30 分～午後５時 15 分　※ 12
月 29 日㈬～１月３日㈪を除く。
申込・問合先　消防防災局予防課
☎ 623-2587　大井川消防署　
☎ 622-2441
講演会
焼津の漁師のど根性と海洋
圏研究所
ビキニ水爆実験の被爆の際に、第
五福竜丸が取った対応や焼津の漁
業者の海洋開拓にかけた根性、海
と平和について学びます。　対象
どなたでも　日時　12 月５日㈰
午後２時～　会場　焼津公民館第
５・６会議室　講師　小

こ

網
あ み

汪
ひ ろ

世
よ

さ
ん（海洋圏研究所所長）　参加費
300 円（資料代）　問合先　藤

ふ じ ま き

牧
宅　☎ 626-7955

福祉講演会・相談会
対象　どなたでも　日時　12 月
９日㈭　午後１時 30 分～　会場
総合福祉会館３階大会議室　テー
マ　障害者福祉と地域　講師　平

ひ ら

田
た

厚
あつし

さん（地域福祉アドバイザー）
※福祉相談会も同時開催します。
詳しくは問い合わせてください。
問合先　焼津市身体障害者福祉協
会　西

に し

川
か わ

宅　☎ 623-6351

子育て支援センターと子育て
サポートルームのお知らせ
催し物や参加者募集のお知らせを
市のホームページに掲載していま
す。「子育て支援センターイベン
ト情報」をご覧ください。今回は

「クリスマス会」（子育て支援セン
ターみなみ ) の開催案内を掲載し
ています。　問合先　児童課　☎
626-1137

放送大学４月入学生
放送大学では平成 23 年度第 1
学期（４月入学）の学生を募集中
です。放送大学は、テレビやラジ
オの放送を通して学ぶ遠隔教育の
大学です。心理学・福祉・経済・
歴史・文学・自然科学など、幅広
い分野を学べます。　募集学生　
■教養学部　科目履修生（６カ
月在学し、希望する科目を履修）
選科履修生（１年間在学し、希

望する科目を履修）全科履修生
（４年以上在学し、卒業を目指す）
■大学院　修士科目生（６カ月
在学し、希望する科目を履修）　
修士選科生（１年間在学し、希
望する科目を履修）　申込方法　
電話かファクスで資料を請求し

（請求は無料）、２月 28 日㈪ま
でに申し込む ( 必着 )　申込・問
合先　放送大学静岡学習センタ
ー　☎ 055-989-1253　 05
5-989-1255　URL　http://
www.ouj.ac.jp

静岡視覚特別支援学校高等
部入学生
平成 23 年度の入学生を募集しま
す。中途で視力が低下された人が
社会復帰を目指し、あん摩マッサ
ージ指圧師の国家試験受験の資格
を取得するためのコースです。　
対象　両目の視力がおおむね
0.3 未満の人視力以外の視機能
障害が高度な人（視野狭

きょう

窄
さ く

、複
視など）近い将来、視力が著し
く減退する恐れのある人　※年齢
制限はありません。※入学に関す
る相談や視覚障害に関する相談は
随時受け付けています。　問合先
県立静岡視覚特別支援学校　☎
283-7300
静岡いのちの電話
電話相談ボランティア研修生
平成 23 年度の電話相談ボランテ
ィア研修生を募集します。研修後
は電話相談員として認定されま
す。　応募資格　次の要件をすべ
て満たす人　① 23 歳～ 65 歳ま
で（平成 23 年３月 31 日現在）
②平成 23 年４月～平成 24 年９
月の養成研修コース（月２～４回、
初年度宿泊研修２回）に参加でき
る人　③電話相談ボランティアと
して無償奉仕できる人（交通費も
自己負担）　研修費　４万円（合
宿参加費は別途）　申込方法　電
話で「募集要項」を請求し、郵送
する　受付期間　12 月６日㈪～
２月 10 日㈭（当日消印有効）　
申込・問合先　静岡いのちの電話
事務局　☎ 272-4344

Ｅ
イ オ ス

ＷＳ焼津・ＦＣセレクシ
ョン
EWS 焼津・FC では来年４月か
らのメンバーを募集します。　対
象　現在小学６年生の男子　日時
１月 11 日㈫・18 日㈫・25 日
㈫　午後７時～８時　会場　大井
川中学校体育館　持ち物　サッカ
ーのできる服装・体育館シューズ・
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広
告
に
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す
る
一
切
の
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は
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主
に
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し
ま
す
。

●  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

みる

募集

まなぶ

きく

窓口発売および引換は４/25（日）9：00から。

お詫び
と訂正

広報やいづ「11 月 15 日号」２㌻に掲載した「未来にはばたく　焼津の若きスター」中の表記に誤りがありました。誤「北京五輪銅メダリスト」→正「北京五輪銀メ
ダリスト」。訂正してお詫びします。　問合先　広報広聴課　☎ 626-2145


