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静岡福祉大学附属図書館企画
「小泉八雲と自然災害～ヘ
ルンさんからのメッセー
ジ」展
小泉八雲の蔵書を保管する富山大
学附属図書館ヘルン文庫から発見
された明治三陸地震を記した英文
冊子（本文）の翻訳を初公開しま
す。八雲が「A

ア

 L
リ ビ ン グ

iving G
ゴ ッ ド

od」（生
き神様）を執筆する上で特別な資
料であったと推測されます。併せ
て、八雲が生きた時代の自然災害
の記録を展示します。　日時　５
月８日㈫～７月31日㈫（土日・
祝日休館）　午前９時～午後５時
15分　会場　静岡福祉大学附属
図書館展示コーナー（管理棟２階）
問合先　静岡福祉大学附属図書館
K623-7452

花季展示会
日時　５月26日㈯・27日㈰　
午前９時～午後５時　※27日は
午後４時まで。　会場　焼津文化
会館　問合先　焼津さつき愛好会
中
なか

野
の

宅　K627-4559

やいづ読書会
日時　５月19日㈯　午後１時～
３時　会場　焼津図書館２階視聴
覚室　内容　塩

しお

野
の

七
なな

生
み

著「チェー
ザレ・ボルジア　あるいは優雅な
る冷酷」を読んだ感想を語り合う
定員　15人程度（当日先着順）
問合先　松

まつ

永
なが

宅　K090-7434-
5348

藤枝法人会記念講演会
日時　５月24日㈭　午後３時～
４時30分　会場　松風閣　テー
マ　「どうなる北朝鮮問題と日本」
講師　辺

ピョン

真
ジン

一
イル

さん（コリア・レポ
ート編集長）　定員　150人　申
込方法　５月７日㈪から電話また
はファクスで　申込・問合先　㈳
藤枝法人会　K643-8410　N6
45-1310

心理カウンセリング講座 
日時　５月20日㈰～12月１日
㈯の第１土曜日（11月は第２土

曜日。全10回）　午後１時30
分～４時（７月・11月は各２講
座開催。午前９時30分開始）　
会場　藤枝市文化センター３階　
講師　大学教授や臨床心理士、心
理カウンセラーほか　内容　より
よく生きるための心理カウンセリ
ングの基礎、対人援助の心理学な
ど　参加費　20,000円　※ほか
資料代として10回分3,000円。
定員　25人　申込期限　５月
18日㈮　申込方法　電話または
ファクスで　申込・問合先　
NPO法人静岡家庭教育サポート
協会　K・N631-6762　不在
時は志

し

水
みず

宅　090-9904-1574
サンライフ焼津
初心者対象パソコン教室
■Aコース（はじめての人）　日
時　５月21日～毎週月曜日（全
12回）　午後１時～２時30分　
■Bコース　（文字入力のできる
人）　日時　５月21日～毎週月
曜（全12回）　午後３時～４時
30分　【共通】　会場　焼津市シ
ルバー人材センター大井川事務所
受講料　１回1,200円（教材費。
パソコン使用料別途）　定員　各
10人　※完全予約制です。詳し
くは問い合わせてください。　申
込方法　講座初日前日までに電話
で　申込・問合先　焼津市シルバ
ー人材センター大井川事務所　
K622-5852

複式簿記記帳講習会
日時　５月16日～７月４日の毎
週水曜日（全８回）　①午後１時
～　②午後７時～　対象　商売を
始めた人、記帳に困っている人　
参加費　6,000円（資料代）　申
込方法　電話　申込・問合先　㈿
焼津中小企業経営センター　
K626-5222
小学生から高校生のための
夏休み海外派遣
対象　小学校３年～高校３年生　
日程　７月26日㈭～８月14日
㈫（８～18日間）　※派遣先に
より異なります。　派遣先　米国・
英国・豪州など　内容　ホームス
テイ・ボランティア・文化交流・

学校体験・英語研修・地域見学・
野外活動など　説明会　５月19
日㈯の午後１時30分から静岡勤
労者総合会館（静岡市葵区）で　
※申込方法や締切日、参加費など、
詳しくは問い合わせてください。
問合先　㈶国際青少年研修協会　
K03-6459-4661　Shttp://
www.kskk.or.jp

中高校生国際交流派遣団
■Aコース　派遣先　タイ（バ
ンコク・アユタヤ）　日程　８月
２日㈭～６日㈪　対象・定員　中
高校生20人、大学生社会人10
人　内容　孤児院訪問や支援物資
寄贈、地元学生との交流、遺跡め
ぐり　費用　108,000円　■B
コース　派遣先　ブルネイ王国・
シンガポール　日程　８月20日
㈫～８月25日㈯　対象・定員　
中高校生20人、大学生・社会人
10人　内容　ホームステイ、ハ
リラヤ祭での国王拝謁握手、地元
大学生との交流　費用　158,000
円　【共通】　申込方法　６月30
日㈯までに電話で（申込順）　問
合先　静岡県青年海外研修協会
K・N623-0785
初心者テニススクール
対象　市内在住、在勤、在学（小
学校高学年以上）の初心者・初級
者　日程　６月２日㈯～　毎週土
曜日または日曜日の全10回　時
間　①午後５時10分～６時50
分（中学生以下）　②午後７時～
８時50分（高校生以上）　会場

総合体育館　参加費　①5,000
円　②8,000円　定員　各30
人（申込順）　申込方法　５月31
日㈭までに電話で　申込・問合先
焼津市テニス協会事務局（アイテ
ニスクラブ内）　K624-5500　

弓道教室
対象　①中学生以上の初心者　②
弓道経験のある人　日時　６月１
日㈮～８月31日㈮　午後７時～
９時　①毎週月・水・金曜日　②
毎週木曜日　会場　焼津弓道場　
参加費　①6,000円　②2,000
円　※別途、スポーツ保険料が掛
かります。　定員　各20人　申
込期限　５月31日㈭までに電話
で　申込・問合先　焼津市弓道会
事務局　青

あお

島
しま

宅　K627-1965

県立藤枝特別支援学校　学校祭
「ふじようまつり」
日時　６月３日㈰　午前９時30
分～午後２時10分　会場　県立
藤枝特別支援学校　内容　午前…
太鼓・みこし練り歩き、作業実演・
製品販売、遊びコーナー、近隣作
業所即売会など　午後…吹奏楽コ
ンサートなど　※公共交通機関を
ご利用ください。　問合先　県立
藤枝特別支援学校小学部地域連携
課　K636-1891　

㈱明治　工場見学会
日時　６月４日㈪・６日㈬・11
日㈪・13日㈬　①午前９時～　
②午前11時～　③午後２時～　

内容　ファミリー見学会（試食・
お土産あり）　定員　各回70人
（申込多数の場合は抽選）　申込方
法　５月28日㈪までに、はがき
に氏名・住所・電話番号・希望日・
時間・見学人数（大人・子ども）
を明記し郵送（３歳未満不可）　
※当選者には案内状を送付しま
す。　会場・申込・問合先　〶
426-0033　藤枝市小石川町４
-22-１　㈱明治東海工場　K641
-0900

やいづおもちゃ図書館
５月から総合福祉会館で開催しま
す。ボールプールや大型絵本で遊
びましょう。　日時　５月13日
㈰　午前10時～午後３時　会場
総合福祉会館　問合先　焼津市社
会福祉協議会地域福祉係　K621
-2941

土の虫チャリティーバザー
日時　５月３日㈷　午前９時～午
後１時　会場　林

りん

叟
そう

院
いん

（坂本）　
問合先　焼津市工芸協会　佐

さ

藤
とう

宅
K627-0025

ホームページにバナー広告
を掲載してみませんか！
市内に事業所や店舗などをお持ち
の皆さん、市のホームページに広
告を掲載して会社やお店のPR
をしませんか。　※申込方法など、
詳しくはホームページをご覧いた
だくか、問い合わせてください。
問合先　広報広聴課　K626-
2145　Shttp://www.city.
yaizu.lg.jp

●  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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港公民館

至焼津駅方面
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旧
国
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５
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☆
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●
港小学校

●
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小林海事事務所
水天宮

木
屋
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●
●

サッカー場

小川港

●

●
青少年の家

ファミリー
マート

●
カーマ

●クリエイト

●コパン

　　

　長崎の原爆の実相や平和祈念式典への参列などを直接体験することで、アメリカの水
爆実験により被曝した第五福竜丸の母港を持つ焼津市の次代を担う若い世代に、核兵器
の恐ろしさや平和・命の尊さについて考えるきっかけと平和意識の高揚を目指します。

対 象　次のすべての条件を満たす市内在住の
中学生　h事後研修として学校で報告活動　
h事前事後研修に必ず参加　h全日程に参加
できること（昨年の参加者は応募できません）
日程　８月８日㈬～10日㈮（２泊３日）
派遣先　長崎市
研 修内容　被爆体験講話聴講や交流、原爆資料
館視察、平和祈念式典参列など
定員　10人程度
応 募方法　ホームページまたは各中学校に備え
てある参加申込書と作文（平和に関すること
をテーマに応募動機も含め、400字詰原稿用
紙２～３枚にまとめたもの）を郵送またはフ
ァクス、メールで提出する　
応募期限　５月31日㈭（当日消印有効）

選考方法　提出された作文にて選考
事前説明会　７月13日㈮（夜間保護者同伴）
事前研修会　２日間を予定（各２時間程度）
事 後研修会　８月24日㈮（２時間程度）　体験
報告書作成、体験発表、校内新聞掲載など平
和の大切さを自分の言葉で全校生徒に伝える
申込・問合先
　 〶425-8502
　本町２-16-32
　 秘書課平和都市
推進室
　K626-1146　
　N626-1284　
　Qhisho@city.
　 yaizu.lg.jp

平成24年度焼津市中学生平和使節団の参加者募集

▲昨年の献花の様子（広島市）
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EVENT INFORMATION　　● イベント情報 ●

1幼児から楽しめるおはなし会
日 時　５月５日㈷・12日㈯・19
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　５月 12日㈯・19日㈯　
午後３時～

会 場　焼津図書館２階視聴覚室
内 容　本の朗読
【1～2共通】　
参加無料　申 込不要（直接会場へ
　お越しください） 

3乳幼児向けおはなしのへや
日 時　５月８日㈫・22日㈫　午
前11時～

4幼児向けおはなしのへや
日 時　５月５日㈷・12日㈯・19
日㈯・26日㈯　午後２時 30
分～

【3～4共通】
会 場　大井川図書館おはなしコー
ナー

内 容　絵本や紙芝居、手遊び
参加無料　申 込不要（直接会場へ
　お越しください）

 焼津図書館　K628-2334  大井川図書館　K622-9000

焼津・大井川図書館
子ども向けの催事

対象　３歳以上（小学４年生以下
　は保護者同伴）
日程　６月２日㈯・３日㈰
内容　カヌーの乗船体験
参加費　900円（昼食代・保険
　料などを含む）

定員　各回70人程度（申込順・
　応募状況により開催しない場合
　があります）
申込方法　５月７日㈪の午前８時
　30分から６月１日㈮の正午ま
　でに電話で申し込む

対象　小学５年～中学１年
日 程　８月４日㈯～９日㈭（５　
泊６日）
事前説明会　７月22日㈰
内 容　カヌーやネイチャーハイク、
駿河湾クルージング、地引き網、
海水浴など

参加費　18,000円（保険料・宿
　泊費・食費・活動費などを含む）
定員　70人（申込多数の場合は
　抽選）
申込方法　５月25日㈮までに所
　定の申込書を郵送（消印有効）
※詳しくは問い合わせてください。

日程　６月９日㈯～10日㈰（１
　泊２日）
内容　カヌーや海釣り体験、レク
　リエーションなど
参加費　小学生以上…3,900円
　３歳以上…2,900円　３歳未
　満…1,300円（ほかに活動費

　などが掛かります）
定員　17家族（申込多数の場合
　は抽選）
申込方法　５月７日㈪の午前８時
　30分から22日㈫の午後５時
　までに電話で申し込む

【共通】　申込・問合先　〶425-0041　石津2259-408
　県立焼津青少年の家　K624-4675

やいづ体験の家
～つくろう思い出の宝～

県立焼津青少年の家での体験事業

チャレンジスクール2012夏
「太陽と語る夏」

エンジョイ家族
「未来に向かってこぎだそう」

生 報情月 の 活
h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。
h 詳しくは各問合先に問い合わせてください。
h 「相談室」「休日当番医と休日当番薬局」「夜間の診療など」は９ページをご
覧ください。

5

日 時・会場　◇３日㈷・６日㈰…午前９時30分～午後０時15分、午後１時30分
～３時30分／イオン焼津店（祢宜島）　◇７日㈪…午後２時30分～４時／市役
所別館前　◇25日㈮…午後０時30分～２時／市役所大井川庁舎　◇27日㈰
…午前10時～午後０時15分、午後１時30分～４時／ピアゴ大覚寺店 （大覚寺）

献血にご協力を！　問合先　地域福祉課　K626-1127

日付 当番店・電話 日付 当番店・電話

３日㈷ 岡村設備㈱
K622-7582 13 日㈰

㈲大一配管
K624-4217

４日㈷ 片岡ポンプ
K628-5293 20 日㈰

㈲高松ボイラー水道工業所
K629-2015

５日㈷ ㈲小泉ポンプ工業所
K624-0843 27 日㈰

㈲東海ポンプ工務所
K627-9000

６日㈰ ㈱志太設備工業所
K622-0369

水道工事休日当番店　時間　午前８時 30分～午後５時

ポッチとニャンチの愛の伝言板
■犬・猫の新しい飼い主募集
　犬５頭と猫５匹が新しい飼い主を待っています。
問合先　環境生活課　K626-2153
※どうしても飼えなくなった犬・猫がいる場合は、下記へご相談ください。
問合先　中部保健所衛生薬務課　K644-9283

　焼津市（東益津地区）にゆかり
の古文書を教材にして、古文書に
慣れ親しむ初心者向けの講座で
す。
日 時　５月19日㈯、６月９日㈯、
７月 21日㈯、８月 25日㈯、
９月15日㈯、10月 20日㈯、
11月 17日㈯、12月 15日㈯
（全８回）　午後２時～４時
会場　焼津図書館２階研修室
内容　古文書入門講座
講師　青

あお

木
き

茂
しげ

久
ひさ

さん（港中学校教

　諭）
受講無料
定員　35人
　（申込順）
申込方法
　５月９日㈬
　から電話ま
　たは窓口で申し込む（休館日を
　除く午前９時～午後５時）
申込・問 合先　焼津図書館
　K628-2334

　焼津図書館
古文書入門講座

㈳焼津青年会議所が
ＣＤを制作
　「やらざあ音頭」

まちのホットな話題
こんなお便りが届きました

　㈳焼津青年会議所がこのほど、焼津の名所や祭り、特産品、方言
などを歌詞に取り入れた盆踊りの曲「やらざあ音頭」を制作しまし
た。
　この曲には、子どもからお年寄りまで誰もが気軽に踊れる「盆踊
り」をとおして、市民の皆さんの心の絆がより深くつながり、笑顔
あふれるまちをつくりたいという思いが込められています。
　曲を収めたＣＤと振り付けのＤＶＤのほか、盆踊りにちなんで手
ぬぐいとうちわも制作しました。
問合先　㈳焼津青年会議所　K628-1518

「心の絆つながるまちに」


