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お 知 ら せ コ ー ナ ー
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。
●

みる
自然美に親しむ

盆栽・水石・山野草展
日時 10 月６日㈯〜８日㈷ 午
前９時 30 分〜午後５時（最終日
は午後４時まで） 会場 焼津文
化会館小ホール 問合先 焼津市
盆栽会 羽山宅 K628-5031

きく
いのちについて考える
日時 11 月 24 日㈯ 午後１時
30 分〜３時 会場 葵生涯学習
センター大ホール（静岡市葵区）
演題 生まれてくること、死んで
ゆくこと 講師 細谷 亮 太さん
（聖路加国際病院副院長） 定員
300 人（申込順） 申込方法 10
月 10 日㈬以降の平日の午後２時
〜６時の間に電話で 問合先 社
会福祉法人静岡いのちの電話 K
272-4344

まなぶ
プロが教える簡単「だし」教室

応援！手づくり離乳食

静岡福祉大学公開講座
■学問のすゝめ その 13 〜山川
登美子「恋衣」〜 日時 10 月
11 日㈭〜 11 月８日㈭（全５回）
午前 10 時〜正午 ■地域におけ
るボランティア入門講座〜心情的
理解から科学的理解〜 日時
10 月 13 日㈯ 午前 10 時〜 11
時 30 分 ■ロゴセラピー入門講
座〜「夜と霧」を読み解く〜 日
時 10 月 17 日 ㈬ 〜 12 月 19
日㈬（全４回） 午後６時〜７時
30 分 【共通】 ※日程や申込方
法、定員など、詳しくは問い合わ
せてください。また、日程は変更
になることがあります。 会場・
問合先 静岡福祉大学エクステン
ションセンター K623-7000
志太２市商工会議所・商工会

志太経営塾「創業セミナー」
対象 創業を考えている人や創業
して間もない人、経営の仕方を勉
強したい人 日時 11 月 10 日
㈯ 午前 10 時 30 分〜午後３時
会場 藤枝市立駅南図書館（Bivi
藤枝３階集会室） 講師 種本祐
子さん（ヴィノスやまざき専務取
締役）
、北川香さん（中小企業診
断士） 受講料 1,000 円 定員
30 人（申込順） 申込期限 10
月 29 日㈪ ※申込方法など、詳
しくは問い合わせてください。
問合先 焼津商工会議所 K628
-6251

ひとり親家庭のための養育
費・就業セミナーと相談会

対象 看護職免許を持ち、現在看
護の仕事をしていない人 日時
10 月 31 日 ㈬、11 月 １ 日 ㈭・
２日㈮ 午前９時〜午後４時 会
場 静岡済生会総合病院（静岡市
駿河区） 内容 講義と簡単な実
技 定員 20 人（申込順） 申
込方法 10 月 22 日㈪までに電
話またはファクス、メールで ※
託児費の一部補助があります。詳
しくは問い合わせてください。
申込・問合先 静岡県ナースセン
ター K202-1761 N202-17
62 Qshizuoka@nurse-cen
ter.net

やいづ読書の会

ソフトバレーフェスタ IN 焼津
対象 ①混成Ａ…18 歳以上 45
歳未満の男女各２人 ②混成Ｂ…
45 歳以上の男女各２人 ③レデ
ィース…18 歳以上の女性チーム
日時 10 月 28 日㈰ 午前８時
30 分〜 会場 総合体育館 参
加費 １チーム 3,000 円 申込
期限 10 月 11 日㈭ ※申込方
法など、詳しくは問い合わせてく
ださい。 問合先 焼津市バレー
ボール協会 遠勢宅 K627-43
76

焼津市長杯スポレック大会

津市社会福祉協議会 K621-29
41

「歳末たすけあい募金」助
成金の申請受付
■個人向け 新年を安心して迎え
るための歳末助成金や入学などの
お祝い金の助成申請を受け付けま
す。 申請期間 10 月 22 日㈪
〜 11 月 30 日㈮（土日・祝日を
除く午前８時 30 分〜午後５時）
※助成対象世帯や申請方法など、
詳しくは問い合わせてください。
■団体向け 年末から新年にかけ
て行われる活動や事業の助成金の
申請を受け付けます。 申込期間
10月15日㈪〜11月16日㈮
（土
日・祝日を除く午前８時 30 分〜
午後５時） ※申込方法など、詳
しくは問い合わせてください。
【共通】 問合先 焼津市社会福祉
協議会 K621-2941
土地家屋調査士・行政書士・司法書士

募集

善意をありがとう

そのほか

焼津・大井川図書館

幼児から楽しめるおはなし会
日時 10 月 ６ 日 ㈯・13 日 ㈯・
20 日㈯・27 日㈯ 午後２時〜
会場 焼津図書館１階おはなし
コーナー
内容 絵本の読み聞かせや紙芝居
小学生から楽しめる朗読会
日時 10 月 ６ 日 ㈯・13 日 ㈯・
27 日㈯ 午後３時〜
会場 焼津図書館２階視聴覚室
内容 本の朗読
こども映画会
日時 10 月 20 日㈯ 午後３時〜
会場 焼津小泉八雲記念館多目的室
内容 hカワウソ親子の冒険 h
新ちゃんがないた
図書館むかしばなしの部屋
対象 ６歳ぐらいから
日時 10 月７日㈰ 午後３時〜

会場 焼津図書館２階視聴覚室
内容 世界中の国々で語り継がれ
てきた昔話３話を語る
【 〜 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 K622-9000
乳幼児向けおはなしのへや
日時 10 月 23 ㈫ 午前 11 時〜
幼児向けおはなしのへや
日時 10 月 ６ 日 ㈯・13 日 ㈯・
20 日 ㈯・27 日 ㈯ 午 後 ２ 時
30 分〜
【 ・ 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、手遊びなど
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 催事などのお知らせ
「男の絵手紙展」〜絵手紙で第
２の人生に火がついた〜
仕事に一生懸命生きてきた男性
たちが定年後に探し当てた絵手紙
は、第２の人生の生きがいとなり
ました。そんな熱い男性たちの絵
手紙を一堂に展示します。
また、金曜会（日本絵手紙協会
公認講師）との交流展も同時開催
します。
日時 10 月 10 日 ㈬ 〜 30 日 ㈫
午前９時〜午後７時（土日は午
後５時まで）
入場無料
読書週間講座「紙芝居の演じ方
講座」
読書週間を間近に控え、読み聞
かせ会で人気のある紙芝居の演じ
方について、実技を交えて学びま
しょう。
対象 どなたでも
日時 10 月 21日㈰ 午前 10 時
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日本の食文化に欠かせない鰹
節。焼津の鰹節は全国屈指の品質
を誇り、その製造技術は市の無形
文化財に指定されています。
この機会に焼津鰹節の歴史と技
術をご覧ください。
開催 期 間 10 月 ５ 日 ㈮ 〜 平 成
25 年１月 20 日㈰
開催時間 午前９時〜午後５時
会場 歴史民俗資料館展示室企画

展コーナー 入場無料
問合先 歴史民俗資料館
K629-6847

▲カツオの切り込み作業の様子

ディスカバリーパーク焼津「星空観望会」
星空観望会では、古代エチオピ
ア王家の物語に登場する秋の星座
を探したり、天体望遠鏡を使って
アンドロメダ銀河や球状星団Ｍ
15 などを観察します。
対象 どなたでも
開催日 10 月６日㈯・７日㈰・
13 日㈯・14 日㈰・20 日㈯・
21 日㈰・27 日㈯・28 日㈰

時間 午後７時〜８時 30 分
会場 天文科学館
参加料 100 円（４歳以上）
定員 各日 50 人（申込順）
申込方法 窓口または電話で申し
込む
申込・問合先 ディスカバリー
パーク焼津天文科学館
K625-0800
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▲教念寺

焼津さかなセンターは︑昭和 年のオープ
ン以来 年間︑地元の皆さんに愛される施設
として︑
また焼津の玄関口として水産都市﹁焼
津﹂をＰＲしてきました︒
このたび地元の皆さんへの感謝の気持ちを
込めて︑
﹁秋の焼津さかなセンター祭﹂を開
催します︒ぜひご来場ください︒
月６日㈯・７日㈰ 午前９時〜午後
日時
５時︵雨天決行︶
会場 焼津さかなセンターイベント広場
さかなセンター鍋の無料配布︵食材
内容
h
日替わり１日５００人分・先着順︶ マ
h
グロ解体ショー︵１日５００人分・先着順︶
太
Ｓ
h鼓の演奏
hＢＳラジオ生中継︵６
日の午後１時〜３時︶ ビ
h ンゴゲーム
ミ
hニセリ市︵６日のみ︶ など
問合先 焼津さかなセンター
６２８︱１１３７

10

〜正午
参加無料 定員 15 人（申込順）
申込方法 10 月５日㈮の午前９
時以降に窓口または電話で申し
込む
文学講座「森鴎外 人と文学」
対象 どなたでも
日程・内容 ① 10 月 11 日㈭
舞姫と鴎外の生涯 ② 18 日㈭
鴎外の歴史小説 ③ 25 日㈭
鴎外の文学とその影響（全３回）
時間 午後２時〜４時
講師 水島雅久さん（元高校教諭）
参加無料
定員 20 人（申込順）
申込方法 10 月４日㈭の午前９
時から窓口または電話で申し込
む
【 〜 共通】
会場・申込・問合先 大井川図書館
K622-9000

in

小泉八雲ゆかりの地巡り「八雲
が愛した焼津を歩く」
市内にある小泉八雲ゆかりの地
を徒歩（約４㌔）とバスで探訪し
て、八雲の愛した焼津の魅力を再
発見してみましょう。
対象 どなたでも
日時 11 月 ４ 日 ㈰ 午 前 ９ 時
20 分〜午後３時 30 分（雨天
中止）
集合場所 焼津小泉八雲記念館
訪問場所 焼津神社、光心寺、教
念寺、海蔵寺、新川橋小泉八雲
先生諷詠の碑、滞在の家跡、新
波除地蔵など
参加無料 定員 30 人（申込順）
申込方法 10 月６日㈯の午前９
時から窓口または電話で申し込
む
【 ・ 共通】
申込・問合先 焼津小泉八雲記念
館 K620-0022

歴史民俗資料館 企画展
「焼津の鰹節」〜その歴史と
技術〜

対象 どなたでも
月 日㈰ 午後１時 分〜 時 分
日時
会場 総合福祉会館多目的ホール
内容 基調講演﹁子どもが使って大丈夫？
スマホってなに？﹂
︑中学生による﹁中学
イン
生熟議 やいづ﹂成果発表など
参加無料
定員 ２００人程度︵申込順︶
月 日㈬までに電話またはファ
申込方法
クスで︑氏名・電話番号などをお知らせく
ださい︒
イ ー ラ ン チ
申込・問合先 特定非営利活動法人 e-Lunch
６２６︱２１００
６２６︱８５４６

K

■自然観察フィールドワーク 三保海岸で地引網を引いて採れた生き物を観察します（雨天の場合は観察会のみ）
。 日時 10 月 21 日㈰ 午前 10 時〜午後１時 30
分 定員 40 人 申込期限 10 月 11 日㈭ ※参加費や申込方法など、詳しくは問い合わせてください。 問合先 東海大学社会教育センター K334-2385

子ども向けの催事

焼津図書館 K628-2334

工事期間
月９日㈫〜 日㈮︵土日を除く︶
規制箇所 東京ＩＣ〜三ケ日ＩＣ間︵昼夜連
続車線規制︶
中日本高速道路㈱静岡保全・サー
問合先
h
ビスセンター
０１２０︱５４︱１６２０
道
h路情報東名ハイウェイテレホン
２８８︱１６２０
携帯電話からは︵ ♯８１６２︶

広告に関する一切の責任は広告主に帰属します︒

お知らせ

● イベント情報 ●

第 11 回小企画展示会「ハーン
とフランス」
小泉八雲のフランス文学翻訳者
としての業績や、あまり知られて
いないフランスへの留学体験な
ど、八雲とフランスについて紹介
する展示会を開催します。
開催日時 10 月
６日㈯〜平成
25 年 １ 月
10 日 ㈭ 午
前９時〜午後
５時
会場 焼津小泉
八雲記念館通
路ギャラリー ▲ゴーチェ著
八雲英訳
入場無料
「クラリモンド」
【フロアレクチャーを実施】
日時 10 月 14
日 ㈰・11 月
10 日㈯・12
月８日㈯
午後２時か
ら 30 分程度
内容 担当学芸
員による展
▲フローベル著
示解説
八雲英訳
「聖アントニウ ※直接会場へお
スの誘惑」
越しください。

秋の焼津さかなセンター祭

日時 10 月 20 日㈯ 午後１時
日時 11 月３日㈷ 午前９時〜
法の日無料相談会
〜３時 会場 焼津図書館２階視
受付 会場 総合体育館 種目
日時 10 月６日㈯ 午後１時〜
３時 会場 ①焼津公民館第３会
聴覚室 内容 鴨長明著「方丈記」 ①成人男子 ②成人女子 ③混成
を読んだ感想を語り合う 定員
議室 ②焼津公民館第４会議室
Ａ…成人男・女 ④混成Ｂ…男子
15 人程度（当日先着順） 問合先 （50 〜 59 歳）
・女子
（45 〜 54 歳） 内容 ①土地家屋調査士会・行政
松永宅 K090-7434-5348
書士会による登記や測量、土地境
⑤混成Ｃ…シニア・初心者（男子
まち歩き
界、農地転用などの相談 ②司法
60 歳以上・女子 55 歳以上） 参
１チーム
2,000
円（協会会
書士会による相続や借金問題、不
加費
焼津の「木喰仏」を訪ねて
員は 1,200 円） 申込方法 10
動産、会社関係などの問題の相談
日時 10 月 13 日㈯ 午前９時
月 21 日㈰までに電話またはファ
〜正午 集合場所 石脇チビッコ
問合先 ①県土地家屋調査士会志
クスで 申込・問合先 焼津市ス
広場 ※移動は各自の乗用車で
太支部 山 下 宅 K626-4632
②県司法書士会 K289-3700
ポレック協会 増田宅 K090す。 講師 落合孟郎さん（まち
の案内人の会会長） 参加費 300
5007-4862（平日の夜間） N6
市内の国有地を売却します
円（保険料と資料代） 定員 50
28-5457
所在地 上新田字西 1005 番２
人（申込順） 申込方法 10 月
木造住宅ができるまでを体 地目 畑 売却方法 一般競争入
札 受付期間 10 月 18 日㈭〜
10 日㈬までに電話またはファク
験するバスツアー
24 日㈬ 問合先 東海財務局静
スで 申込・問合先 まちの案内
日時 10 月 20 日㈯ 午前９時
人の会 関宅 K・N624-6989
〜午後４時（雨天決行） 集合場
岡財務事務所管財課 K251-43
28
藤枝総合庁舎
伐採や
Shttp://tokai.mof.go.jp/
所
内容
製材、建築現場の見学 持ち物
昼食・飲み物 服装 森に入るこ
市民スポーツ祭
■ソフトテニス 対象 中学３年
とのできる服装・靴 定員 20 【敬称略】 ■社会福祉活動資金寄
生 以 上 日 程 10 月 21 日 ㈰
附金（８月受付分） 第９回ほほ
人（申込多数の場合は抽選） 申
えみ夏祭り実行委員会、勝岡ビク
会場 漁船員テニスコート 申込
込期限 10 月 10 日㈬ ※申込
ター歌謡教室、大富地区民生委員
方法など、詳しくは問い合わせて
方法 10 月 13 日㈯までに電話
で 申込・問合先 焼津市ソフト
児童委員協議会、小林宏旨、ダク
ください。 問合先 県志太榛原
テニス協会 松浦宅 K628-06
タリ動物病院、ピアゴ大覚寺店お
農林事務所森林整備課 K64403 ■剣道 対象 市内在住・ 9243
客様、滝口乾二、滝口とし江、宇
在勤・在学の人 日程 11 月３
都木稔、 士 、焼津市手をつなぐ
育成会、西川光夫、秋田恒延、見
日㈷ 会場 焼津体育館 参加費
崎平八、匿名３人 ■文化事業基
500 円 申込方法 10 月 14 日
やいづおもちゃ図書館
新しい人形劇や木製のおもちゃが
金寄附金（８月受付分） 募金箱
㈰までに電話で 申込・問合先
焼津市剣道連盟 長谷川宅 K09
たくさん揃いました。みんなで楽
…1,205 円 ■東日本大震災（東
0-1567-0935 ■ 綱 引 対 象
しく遊びましょう。 対象 子ど
北地方太平洋沖地震）義援金 全
小学生・18 歳以上 日程 11 月
もとその保護者 日時 10 月
珠院代表伊東晴男、かすが菜家、
４日㈰ 会場 総合体育館 申込
14 日㈰ 午前 10 時〜午後３時
㈱ナカムラ有志一同、中村増江、
静浜幼稚園 PTA
方法 10 月 21 日㈰までに電話
会場 総合福祉会館 問合先 焼

EVENT INFORMATION

焼津小泉八雲記念館 催事のお知らせ

子どものインターネット
利用を考えるシンポジウム

日 時 10 月 27 日 ㈯ ① 午 前
10 時〜正午 ②午後１時 30 分
〜３時 30 分 会場 県総合社会
福祉会館 102（静岡市葵区） 内
容 ①みんなで学ぶ養育費 ②一
歩を踏み出せる自分になろう ※
法律や生活、就業の個別相談がで

看護師等再就業準備講習会

で 申込・問合先 焼津市綱引連
盟 増田宅 K627-5679 ■ゲ
ートボール 対象 市内区選抜・
各種団体 日程 11 月 23 日㈷
会場 石津浜公園 申込方法 10
月 31 日㈬までに電話で 申込・
問合先 焼津市ゲートボール協会
村田宅 K624-6228

東名高速道路の集中工事

対象 市内在住の妊婦と離乳食期
の子どもを持つ人 日時 11 月
15 日㈭・17 日㈯ 午前９時 30
分〜正午 会場 大村公民館調理
室 参加費 300 円 定員 各
日 20 人（申込多数の場合は抽選）
申込方法 平日の午前９時〜午後
５時の間に電話またはファクスで
住所・電話番号・氏名・希望日・
子どもの月齢を 申込期限 11
月１日㈭ ※託児サービスあり
（要予約）
。 申込・問合先 焼津
市水産振興会事務局（水産課内）
K626-2152 N626-2188
サンライフ焼津パソコン教室
■はじめてのパソコン講座 日時
① 10 月 11 日〜 12 月 27 日の
毎週木曜日 午前９時 30 分〜
11 時 30 分 ② 10 月６日〜 12
月 22 日の毎週土曜日 午後３時
30 分〜５時 30 分 ③ 10 月７
日〜 12 月 23 日の毎週日曜日
午 前 ９ 時 30 分 〜 11 時 30 分
■初心者のステップアップ講座
（文字入力のできる人） 日時 ①
10 月 10 日〜 12 月 26 日の毎

週水曜日 午前９時 30 分〜 11
時 30 分 ② 10 月５日〜 12 月
21 日の毎週金曜日 午後１時〜
３時 【共通】 開催回数 全 12
回 受講料 12,840 円（テキス
ト代別途） 定員 各 20 人（申
込順） 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 K6273377

きます。 定員 各 20 人（申込
順） 申込方法 電話で ※託児
サービスあり（要予約）
。 申込・
問合先 母子家庭等就業・自立支
援センター K254-1191

■第 16 回県すこやか長寿祭美術展作品募集 応募資格 県内在住で昭和 29 年４月１日以前に生まれたアマチュアの人 募集部門 洋画・日本画・書・彫刻・工芸・
写真 申込期限 11 月 30 日㈮ ※出品料や申込方法など、詳しくは問い合わせてください。 問合先 公益財団法人しずおか健康長寿財団 K253-4221

