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みる
季節の盆栽と山野草展
日時　５月 11日㈯・12日㈰　
午前９時30分～午後４時　会場
焼津文化会館１階展示室　問合先
焼津市盆栽会　羽

は

山
やま

宅　K628-
5031

やいづ読書の会
対象　どなたでも　日時　５月
18日㈯　午後１時～３時　会場　
焼津図書館２階視聴覚室　内容　
ゴーゴリ著「外

がい

套
とう

」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

フィットネス教室
1ピラティス　日時　６月７日～
28日の毎週金曜日　午後８時～
９時　2ヨガ　日時　６月７日～
28日の毎週金曜日　午後６時
50分～７時50分　3リズムウ
オーキング　日時　６月５日～
26日の毎週水曜日　午前10時
30分～11時30分　4トラン
ポウオーク　日時　６月５日～
19日の毎週水曜日　午後７時～
７時50分　5癒やしのアロマヨ
ガ　日時　６月５日～19日の毎
週水曜日　午後８時～９時　6
シェイプアップボクサ　日時　６
月４日～25日の毎週火曜日　午
後７時20分～８時20分　7ソ
フトヨガ　日時　６月４日～25
日の毎週火曜日　午前10時30
分～11時30分　8チャレンジ
エアロ　日時　６月６日～27日
の毎週木曜日　午後７時20分～
８時20分　【共通】　要予約　※
参加費や予約方法など、詳しくは
問い合わせてください。　会場・
申込・問合先　サンライフ焼津　
K627-3377

複式簿記記帳講習会
対象　商売を始めた人、記帳に
困っている人　日時　５月15日
～７月３日の毎週水曜日（全８回）　
①午後１時～　②午後７時～　参
加費　6,000円（資料代）　申込

方法　電話で　会場・申込・問合先　
㈿焼津中小企業経営センター　
K626-5222
サンライフ焼津
各種パソコン教室
■文書作成（W

ワ ー ド

ord）資格取得コ
ース　日時　６月６日～毎週木曜
日（全12回）　午後６時30分
～８時30分　※９月上旬に検定
試験予定。　■表計算（E

エ ク セ ル

xcel）
資格取得コース　日時　６月７日
～毎週金曜日（全12回）　午後
６時30分～８時30分　※９月
上旬に検定試験予定。　■初めて
のＰ

パソコン

Ｃ　日時　５月14日～毎週
火曜日　午前９時30分～11時
30分　■初心者のためのインタ
ーネット活用術　日時　５月14
日～毎週火曜日　午後１時～３時　
■なんでも自主講座　日時　①５
月９日～毎週木曜日　午後１時～
３時　②５月12日～毎週日曜日　
午後３時30分～５時30分　【共
通】　要予約　受講料　チケット
４枚綴りで8,560円（テキスト
代・検定料別途）　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　
K627-3377

勤労通信学園焼津学習会
静岡中央高校（他校も可）の通信
制課程で学ぶ学生をサポート　日
時　毎週木曜日　午後７時～９時　
※随時受付中。　会場　焼津公民
館　問合先　社会教育課　K662-
0511

募集
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25日㈭～８月13日
㈫（８～18日間）　派遣先　米
国・英国・豪州・カナダ・サイパ
ン・カンボジア・フィジー　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25日㈯　午後２時～　静岡
勤労者総合会館（静岡市葵区）　
※申込方法・期限・参加費など、
詳しくは問い合わせてください。　 

問合先　(公財)国際青少年研修協会　
K03-6459-4661  Shttp//
www.kskk.or.jp

弓道教室
対象　①中学生以上の初心者　②
弓道の経験がある人　日時　６月
３日～８月30日の①毎週月・水・
金曜日、②毎週木曜日　①・②と
も午後７時～９時　会場　焼津弓
道場　参加費　①6,000円　②
2,000円　※別途スポーツ保険
加入。　定員　各20人　申込方
法　５月31日㈮までに電話で　
申込・問合先　焼津市弓道会　
青
あお

島
しま

宅　K627-1965

中高校生国際交流派遣団
■Ａコース　派遣先　タイ（バン
コクとアユタヤ）と台湾（台北）　
日程　８月１日㈭～６日㈫　内容　
孤児院訪問や支援物資寄贈、地元
学生（日本語可）との交流、遺跡
めぐり　費用　113,000円　申込
期限　６月15日㈯　■Ｂコース　
派遣先　ブルネイ王国とマレーシ
ア　日程　８月19日㈪～25日
㈰　内容　ボルネオ島自然観察エ
コツアー、地元学生（日本語可）
との交流　費用　168,000円　申
込期限　６月30日㈰　※申込順
で定員になり次第締め切り。　【共
通】　対象・人数　各コース中高校
生20人、大学生・社会人10人　
申込方法　電話またはファクスで　
問合先　静岡県青年海外研修協会　
K・N623-0785

静岡理工科大学公開講座
日時　■第１回地元の偉人を知る　
５月18日㈯　■第２回インター
ネット、そのリスクと可能性　６
月１日㈯　■第３回「ｉ

アイピーエス

ＰＳ細胞」
の不思議に迫る　６月22日㈯　
※時間はいずれも午後１時30分
～４時30分。　会場　静岡理工
科大学（袋井市）　※袋井駅と愛
野駅より無料バス有。　定員　
250人　申込方法　電話または
ホームページで　※講師やバスの
時刻など、詳しくは問い合わせて
ください。　申込・問合先　静岡
理工科大学総務課　K0538-45-
0111　 S http//www.sist.ac.jp
消費生活専門相談員
資格認定試験対策講座
日時　６月16日～９月１日の
日曜日（全８回）　会場　静岡県
司法書士会館（静岡市駿河区）　
定員　30 人　参加費　一般
15,000円、消費者ネット会員　
12,000円　※開催日や申込方

法など、詳しくは問い合わせてく
ださい。　問合先　消費者問題
ネットワークしずおか　K253-
5987　

看護師等再就業準備講習会
対象　看護の仕事をしていない看
護職免許保有者　日時　５月29
日㈬～31日㈮　午前９時～午後
４時　会場　県看護協会会館第１
会議室（静岡市駿河区）　定員　
20人（申込順）　申込期限　５月
17日㈮　※申込方法や託児など、
詳しくは問い合わせてください。　
問合先　静岡県ナースセンター　
K202-1761

土の虫チャリティーバザー
工芸愛好家が陶器・布製品・木工
品・革製品などを多数出品　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

相続に関する無料相談会
日時　５月11日㈯　午後１時
30分～４時30分　会場　焼津
公民館会議室６　内容　行政書士
による遺産分割協議などに関する
相談　定員　10人程度（申込順）　
申込方法　前日までに電話で　※
随時、無料相談を受け付けていま
すので問い合わせてください。　
申込・問合先　相続支援連絡会　
萩
はぎ

山
やま

宅　K631-7360

やいづおもちゃ図書館
たくさんのおもちゃがそろいまし
た。みんなで楽しくあそびましょ
う。　日時　５月12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

第1回就職応援フェア
県や静岡労働局、ハローワーク主
催による就職面接会を３会場で実
施　対象　平成25年３月卒業の
未就職者および一般求職者　日
時・会場　①５月15日㈬　アク
トシティ浜松　②５月22日㈬　
ふじさんめっせ（富士市）　③５
月30日㈭　グランシップ　※時
間はいずれも正午～午後４時。　
内容　企業の人事担当者との面
談、就職応援セミナー実施など　
持ち物　履歴書（複数の企業を受け
る場合は複数枚）　※参加企業など、
詳しくは問い合わせてください。　
問合先　県経済産業部就業支援局
雇用推進課　K221-2573

県立藤枝特別支援学校学校祭
「ふじようまつり」
日時　６月２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　太鼓や
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
の即売会、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
地域連携課　K636-1891

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

コミュニティＦＭから
焼津の情報を発信！
ＦＭ島田（ｇ

ジ ー ス カ イ

－ｓｋｙ76.5）か
ら焼津市のイベントなどの情報を
朝・夕の１日２回発信しています。　
番組名　いいね！やいづ　周波数　
76.5Ｍ

メガヘルツ

Ｈｚ　※今年度から１日
２回の放送に変わりました。放送
時間など、詳しくはＦＭ島田の番
組表などで確認してください。　
問合先　広報広聴課　K626-
2145

きく

まなぶ

そのほか

●  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

広
告
に
関
す
る
一
切
の
責
任
は
広
告
主
に
帰
属
し
ま
す
。

障害年金の相談・手続代行 

 

＊まずはお気軽に 

ご連絡ください 
 

＊出張相談いたします 
 

 

＊年金がもらえないときは 

 代行報酬はいただきません

もらえるのか

知りたい 

手続方法が

わからない 

ハローベル藤ヶ谷社会保険労務士事務所

Tel.Fax 054-629-1751 / 携帯 090-1419-8771 

無 料 相 談 

予約受付中 

善意をありがとう
【敬称略】　■社会福祉活動資金寄
附金（３月受付分）　ほほえみ号
利用者の会、静岡銀行焼津黒潮会、
フランス総合医療㈱、和田公民館
女性講座、医療法人社団駿甲会コ
ミュニティホスピタル甲賀病院、
島田商業第29回卒業生同期会、
ピアゴ大覚寺店、宇都木稔、飯淵
不動山、士、和田公民館リフォー
ム教室、和田公民館さわやか学級、
見崎平八、黒澤賢次、静岡県立焼
津青少年の家、匿名５人　■文化
事業基金寄附金（３月受付分）　
募金箱…888円　■東日本大震
災（東北地方太平洋沖地震）義援
金（３月受付分）　焼津市シルバ
ー人材センター、Ｃ・Ｅ・Ｒ・Ａ
和香お客様スタッフ一同、成作、
全珠院代表伊東晴男、石田缶詰㈱、
しばはら　■一般寄
附金（４月受付分）　
匿名１人…20,000
円　
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ポッチとニャンチの愛の伝言板
■犬・猫の新しい飼い主を募集
　たくさんの犬と猫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・猫がいるとき
　中部保健所衛生薬務課（K644-9283）にご相談ください。

日 時 ・ 会場　◇５日㈷・26日㈰…午前10時～午後０時15分、
午後１時30分～４時／イオン焼津店（祢宜島）　◇６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２）

献血にご協力を！ 問合先　赤十字血液センター　K247-7142

水道工事休日当番店 時間　午前８時30分～午後５時
問合先　各当番店

日付 当番店・電話 日付 当番店・電話

３日㈷ ㈲石原管工業
K629-3462 12 日㈰

㈲村本配管工業
K624-9556

４日㈷ 焼津市管工事協同組合
K627-1710 19 日㈰

岡村設備㈱
K622-7582

５日㈷ ㈲大一配管
K624-4217 26 日㈰

アクト設備㈱
K623-8616

６日㉁ ㈱村田組
K622-0758

EVENT INFORMATION
● イベント情報 ●

  焼津図書館　K628-2334

1幼児から楽しめるおはなし会
日 時　５月 11日㈯・18日㈯　
午後２時～
会 場　焼津図書館１階おはなし
コーナー
内 容　絵本や紙芝居
2 小学生から楽しめる朗読会
日 時　５月12日㈰　午後２時～
会 場　焼津図書館２階視聴覚室
内 容　花の木村の盗人たち
3幼児から楽しめるこども映画会
日 時　５月18日㈯　午後３時～
４時
会場　焼津図書館２階視聴覚室
内容　「吉四六どん」など３本
【123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

4乳幼児向けおはなしのへや
日 時　５月14日㈫・28日㈫　午
前11時～

5幼児・児童向けおはなしのへや
日 時　５月 11 日㈯・18 日㈯・
25日㈯　午前10時30分～

【45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）

焼津・大井川図書館 催事のお知らせ

昭和初期の焼津を
未来に伝える

中小企業庁長官より
表彰されました

▲  福島県に送るひまわり
の種をたくさん集める
ために、ひまわりを植
える活動をしている青
年部の皆さん

▲ 焼津節を歌と踊り
で披露する様子

　大井川商工会に所属する、40歳以下の会員で構成される青年部
が「中小企業庁長官表彰」を受けました。
　これは、大井川商工会青年部が日頃から行っていた、社内トラブ
ルの解決法を学ぶ研修など会員の資質向上のための取り組みや、被
災地支援活動として育てたひまわりの種を福島県に送る「福島ひま
わり里親プロジェクト」への参加、おおいがわ商工まつりや踊

おどらっかさい

夏祭
など各種イベントへの出店などの積極的な取り組みが認められたも
のです。
　大井川商工会では、青年部のほかにも多くの会員の皆さんが、大
井川地区の商工業の発展のため日夜活動をしています。
問合先　大井川商工会　K622-0393

　「焼津節」は昭和３年、市民から公募で寄せられた976首の中か
ら、北

きた

原
はら

白
はく

秋
しゅう

が選び、杵
きね

屋
や

栄
えい

蔵
ぞう

が作曲して発表され、今年で曲の誕
生から85年目を迎えます。
　焼津節は、「気前荒波 焼津の浜に いつも大漁の 鰹

かつお

船…」で始まり、
焼津神社の荒祭りの様子や水産業で栄えるまちの様子など、昭和初
期の焼津の風土や文化が織り込まれています。
　焼津の浜言葉を遺す会（長

は

谷
せ

川
がわ

寅
とら

吉
きち

会長）と焼津浜乙女の会（清
し

水
みず

和
かず

子
こ

会長）では、５回目となる「正調焼津節伝承会」を開催し、
焼津節を歌と踊りで多くの人に披露することで、焼津節だけでなく
当時の焼津の風土や文化などを伝え残す活動などを行っています。
問合先　焼津の浜言葉を遺す会　長谷川宅　K625-1500

▲

 賞状を受け取る
大井川商工会
青年部部長の
五
い

十
み

右
ぎ

潤
じゅん

さん

▲

 正調焼津節伝承会を
企画した「焼津の浜
言葉を遺

のこ

す会」と「焼
津浜乙女の会」の皆
さん

生 報情月 の 活
h不燃・資源物の回収日は、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

まちの
ホットな
話題

こんなお便りが
届きました


