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きく
やいづ読書の会
対象　どなたでも　日時　９月21
日㈯　午後１時～３時　会場　焼
津図書館２階視聴覚室　内容　井

いの

上
うえ

靖
やすし

著「猟
りょう

銃
じゅう

」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　10月４日
～25日の毎週金曜日　午後８時
～９時　2ヨガ　日時　10月４
日～25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　10月２日
～23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　10月２日
～23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　10月２日～23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　
10月１日・８日・22日・29日
の毎火曜日　午後７時20分～８
時20分　7ソフトヨガ　日時　
10月１日・８日・22日・29日
の毎火曜日　午前10時30分～
11時30分　8チャレンジエア
ロ　日時　10月３日～24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

ディスカバリーパーク焼津
天文科学館
■体験工作教室「太陽光線マジッ
ク！？ふしぎなえのぐを使って紫
外線チェックカードを作ろう」　
対象　どなたでも　日時　９月
16日㈷　午前11時～、午後１
時15分～、午後２時15分～　
参加費　150円　定員　各回16
人（当日先着順）　申込方法　当
日の午前10時から全ての回の整
理券を配布　■プラネタリウム新
番組「星に願いを～流れ星に出会

う夜～」　流れ星の謎に迫ります。　
対象　どなたでも　日時　９月
13日㈮～12月８日㈰　平日：
午後２時～　土日祝休日：午後１
時～、午後３時～、午後５時30
分～　観覧料　大人600円　子
ども（４～15歳）200円　定
員　各回165人（当日先着順）　
■月を見る会　大型望遠鏡で大迫
力の月の表面を観察します。　対
象　どなたでも　日時　９月16
日㈷　午後６時30分～８時　定
員　200人（当日先着順）　■マ
タニティープラネタリウム　満天
の星空の下、星座のお話しやヒー
リング音楽を聴きながらゆったり
したひとときをお過ごしくださ
い。　対象　妊婦さんとそのご主
人　日時　10月14日㈷　午後
５時30分～６時15分　観覧料　
600円　定員　80人（申込順）　
申込方法　９月５日㈭から電話ま
たは窓口で　【共通】　会場・申込・
問合先　ディスカバリーパーク焼
津天文科学館　K625-0800

消費税対応型記帳講習会
対象　自営業者　日時　９月18
日～11月６日の毎週水曜日（全
８回）　午後１時～、午後７時～　
受講料　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

市民スポーツ祭
■少林寺　対象　小学生以上　日
程　９月25日㈬　会場　保健セ
ンター　申込方法　９月10日㈫
までに電話で　申込・問合先　焼
津市少林寺拳法協会　鈴

すず

木
き

宅　K
628-3339　■バウンドテニス　
対象　市内在住・在勤の人　日程　
９月29日㈰　会場　総合体育館　
申込方法　９月20日㈮までに電
話で　申込・問合先　焼津市バウ
ンドテニス協会　八

や

木
ぎ

宅　K627
-3984　■スポレック　対象　①
一般男子　②一般女子　③混成A
…成人　④混成B…男子（50～
59歳）・女子（45～54歳）　⑤
混成Ｃ…男子（60歳以上）・女子
（55歳以上）　日時　10月20日

㈰　午前９時15分～　会場　総
合体育館　参加費　１チーム
2,000円　申込方法　10月６日
㈰までに電話またはファクスで　
申込・問合先　焼津市スポレック
協会事務局　増

ます

田
だ

宅　K・N628
-5457　■野球　対象　一般成人　
日程　10月５日㈯～　会場　総
合グラウンド野球場ほか　参加費　
１チーム5,000円　申込方法　
10月１日㈫までに電話で　申込・
問合先　焼津市野球連盟　平

ひら

山
やま

宅　
K624-5501　■グラウンドゴル
フ　対象　市民　日程　10月16
日㈬　会場　一色水道用地　参加
費　500円　申込方法　９月20
日㈮までに電話で　申込・問合先　
焼津市グラウンドゴルフ協会　神

かみ

谷
や

宅　K624-2693　■サッカー　
対象　市民　日程　９月～12月　
会場　総合グラウンド陸上競技場
ほか　申込方法　９月20日㈮ま
でに電話で　申込・問合先　焼津
市サッカー協会　鈴

すず

木
き

宅　K628-
7551　■弓道　対象　①一般・
中学生　②高校生男女　日程　９
月29日㈰　会場　①焼津弓道場　
②焼津中央高校　申込方法　当日
会場で　問合先　焼津市弓道連盟　
青
あお

島
しま

宅　K627-1965　■太極拳　
対象　市民　日程　10月14日
㈷　会場　総合体育館　申込方法　
９月14日㈯までに電話で　申込・
問合先　焼津市太極拳事務局　増

ます

田
だ

宅　K628-9838　

県事業レビュー傍聴者募集
県事業を公開の場で議論し、県民
の皆さんからご意見をいただく事
業レビューを実施します。　日時　
９月７日㈯・８日㈰　午前９時
40分～午後４時30分　会場　
県庁別館２階・７階・８階　事業
数　24事業　傍聴方法　①直接
会場へ（事前申込不要、出入自由）　
②インターネット視聴（Shttp://
www.pref.sh izuoka. jp/
soumu/so-030a/）　※詳しく
は、問い合わせてください。　問
合先　県行政改革課　K221-
2912

日本語ボランティア講師募集
焼津日本語教室で、外国人にボラ
ンティアで日本語を教えてくれる
人を募集しています。　日時　毎
月第１～４金曜日　午後７時～９
時　会場　港公民館　※詳しく
は、問い合わせてください。　問
合先　焼津日本語教室　鈴

すず

木
き

宅　
K090-4466-8094

国連外国語講座受講生募集
英語４クラス、ハングル語４クラ
スの外国語講座を開講します。　
対象　18歳以上　会場　県教育
会館（静岡市葵区）ほか　申込期
限　９月17日㈫　受講料　１ク
ラス16,000円（教材費別途）　
※クラスや実施日など、詳しくは
問い合わせてください。　問合先　
公益財団法人静岡県国際交流協会　
K202-3411

訪問看護師就業セミナー
対象　看護職有資格者　日時　①
９月28日㈯　②希望日（見学実
習）　③10月12日㈯　※①③
は午前９時30分～午後０時30
分、②は希望日の午前または午後
の３時間程度　会場　藤枝市社会
福祉協議会在宅福祉センター　申
込方法　各開催初日の10日前ま
でに電話で　※託児サービスあり
（要予約）。　申込・問合先　静岡
県訪問看護ステーション協議会　
K275-3339

そのほか
やいづおもちゃ図書館
みんなで仲良くあそびましょう。　
対象　子どもとその保護者　日時　
９月８日㈰　午前10時～午後３
時　会場　総合福祉会館ふくしの
広場　問合先　焼津市社会福祉協
議会　K621-2941
いきいき旅倶楽部
「９月の旅サロン」開催
介護予防を目的とした、いきいき
体操、昭和映画の解説などを行い
ます。　日時　９月12日㈭　午
前10時～午後２時　会場　大井
川福祉センター　講師　青

あお

山
やま

祐
ゆう

子
こ

さん（体操）、小
お

澤
ざわ

正
まさ

人
と

さん（映
画解説）　参加費　300円　定員　
50人　申込方法　電話で　※送
迎が必要な場合はご相談くださ
い。　申込・問合先　いきいき
旅
たび

倶
く

楽
ら

部
ぶ

　萩
はぎ

原
わら

　K090-6760-
2891
考えよう！これからの住まい
静岡県住まい博2013
日時　９月14日㈯～16日㈷　午
前10時～午後４時30分　会場　
ツインメッセ静岡・南館（静岡市
駿河区）　内容　住宅に関する相
談や建築士の紹介、展示など　問
合先　静岡県住宅振興協議会　K
221-3084

成年後見無料相談会
成年後見制度を利用されている
人、これから利用しようと考えて

いる人、制度について知りたい人
など、お気軽にご相談ください。　
日時　９月14日㈯　午後１時～
４時30分　会場　掛川商工会議
所　予約不要　問合先　県司法書
士会　K289-3700

家族介護者教室
対象　おおむね65歳以上の高齢
者を介護している人　日時　10
月５日㈯　午前10時～11時　
会場　大井川福祉センター研修室　
内容　高齢者の交通安全、運転免
許申請手続きに関する講話　講師　
交通安全指導員、焼津警察署交通
課職員　定員　30人（申込順）　
申込方法　電話で　申込・問合先　
大井川地域包括支援センター　K
664-2700

図書・雑誌などの無償配布
焼津図書館で所蔵していた図書や
雑誌などを無償配布します。　対
象　どなたでも　日時　９月28
日㈯・29日㈰　午前９時～午後
１時　会場　焼津図書館２階研修
室・視聴覚室　配布冊数　１人
10冊、雑誌５冊以内　※混雑時
は入場を制限することがありま
す。　問合先　焼津図書館　K628
-2334

第２回就職応援フェア
対象　学生・生徒を除く一般求
職者　日時・会場　①９月５日
㈭　グランシップ（静岡市駿河
区）　②９月11日㈬　アクトシテ
ィ浜松（浜松市中区）　③９月18
日㈬　キラメッセぬまづ（沼津市）　
※時間はいずれも午後１時～４時
（午前11時30分から受付開始）。　
内容　企業の人事担当者との面
談、面接ほか　持ち物　履歴書　
※参加企業など、詳しくは問い
合わせてください。　問合先　
県雇用推進課　K221-2573

献血にご協力を！
日時・会場　◇９月21日㈯　午
前９時30分～午後４時／総合福
祉会館　問合先　赤十字血液セン
ター　K247-7142

善意をありがとう
【敬称略】　■社会福祉活動資金寄
附金（７月受付分）　ラック＆ウ
ィンディ、宇都木稔、士、鈴木
静江、川口静雄、見崎平八、匿名
３人　■文化事業基金寄附金（７
月受付分）　募金箱…2,765円　
■東日本大震災（東北地方太平洋
沖地震）義援金　全珠院 
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●  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

まなぶ

募集

お知らせ
■ 県障害者雇用促進大会　日時　９月20日㈮　午後１時15分～４時　会場　県男女共同参画センター「あざれあ」（静岡市駿河区）　内容　表彰式典、記念講演　問
合先　県雇用促進課　K221-2573

  焼津図書館　K628-2334

1幼児から楽しめるおはなし会
日 時　９月７日㈯・14 日㈯・21
日㈯・28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　９月８日㈰　午後２時～
会場　焼津図書館２階視聴覚室
【 1・2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

3乳幼児向けおはなしのへや
日時　９月10日㈫　午前11時～
4幼児・児童向けおはなしのへや
日 時　９月７日㈯・14日㈯・21日
㈯・28日㈯　午前10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  子ども向けの催事

　焼津の魅力や焼津ならではの風景
を絵手紙にして展示します。「夏の
あかり展」のあんどんも展示します。
日 時　９月３日㈫～29日㈰　午前
９時～午後７時（土日・祝日は午
後５時まで）

※  ９月８日㈰・13日㈮・14日㈯・
22日㈰の午前10時と午後１時
30分および15日㈰の午後１時
30分に体験コーナーを開設します。

会場　大井川図書館展示室
問合先　大井川図書館　K622-9000

大井川図書館  魅せる焼津絵手紙展

　ご家庭で読み聞かせをしましょう。
　言葉の大切さや、読み聞かせと子
育てとの関わりについて考えます。
対象　どなたでも
日 時　９月26日㈭　午前10時～
正午

会場　焼津図書館２階研修室

講 師　石
いし

津
づ

里
り

枝
え

さん（おはなしボラ
ンティアてぶくろ）

受講無料　定員　30人（申込順）
申 込方法　９月11日㈬の午前９時
から電話または窓口で申し込む

申 込・問合先　焼津図書館
　K628-2334

　ウオーキング推進員が主催する活
動です。あなたも月に１回一緒に歩
きませんか。

対 象　約５～６㌔を完歩できる人
時 間　午前９時～11時（集合は午
前８時45分。雨天中止）
参加無料
定員　30人程度　
申 込不要（直接集合場所へお越しく
ださい）
問合先　健康増進課　K627-4111

焼津図書館講座  絵本で子育て

元気隊ウオーキング

1親子絵手紙教室
　身近な野菜を題材に、絵手紙の楽
しさを学びます。
対象　年長児以上の子とその保護者
日 時　９月15日㈰　午前９時30
分～11時30分
講 師　福

ふく

田
だ しょう

さん（日本絵手紙協会
公認講師）
持ち物　描きたい野菜
定員　親子10組（申込順）
2本の装備（修理）講座
　ご自分の本に傷みや汚れを防ぐビ
ニールフィルムを貼ってみませんか。
対象　どなたでも
日 時　９月28日㈯　午前10時～
正午
持 ち物　フィルムを貼る本２冊（で
きれば紙のカバーがある本とない
本各１冊）、はさみ、30㌢以上の
定規

定員　10人（申込順）
申 込方法　９月６日㈮の午前９時か
ら電話または窓口で申し込む
3ブックパートナー
　かわいい豆本やオリジナルブック
カバーの作成や本の修理、絵手紙体
験など、物作りを通じて本に親しん
でもらうための参加型の講座です。
対象　どなたでも
日 時　９月 21 日・10 月 19 日・
11月 16日・12月 21日・平成
26年１月 18日・２月 15日の
土曜日　午後２時～３時30分
定員　15人（申込順）
【1・3共通】　会場　大井川図書館
　研修室など　参加無料
申 込方法　９月５日㈭の午前９時か
ら電話または窓口で申し込む
申込・問合先　大井川図書館
　K622-9000

大井川図書館講座

EVENT INFORMATION　● イベント情報 ●

広報やいづ ２013-09-01 10

まちのホットな話題
こんなお便りが届きました

地域スポーツの普及とコミュニティーづくりを目指す
総合型スポーツクラブ「トミーズ」

▲ ヨガ教室で心も体も
美しく

▼ バドミントンは幅広
い年代の人が活動

▲ 毎年好評の「夏季
限定水泳教室」は
大富小学校と黒石
小学校で開催

◀ 創立９年目を迎えた
「トミーズ」の芹

せり

澤
ざわ

延
のぶ

行
ゆき

代表（前列右）
ほか、ボランティア
スタッフの皆さん

　地域スポーツの普及とコミュニティーづくりを目的に平成17年に創設され、
今年９年目を迎えた「トミーズ」は、市内在住者ならだれもが参加できるスポー
ツクラブです。主にスポーツ教室を行い、大富地区のボランティアスタッフ約
20人で運営。講師は各競技協会や連盟の経験豊富な専門家が務め、受講者の要
望に幅広く対応しています。無料体験や見学会の申し込みや問い合わせは、お気
軽にどうぞ。また、スタッフとして協力していただける人も募集しています。
申込・問合先　トミーズ事務局（大富公民館内）　K624-5590

教室 開催日 会場 会員料金 一般料金

ヨガ教室 金曜日夜間 大富公民館 １クール 12回
4,000 円

１クール 12回
5,500 円

レッツエアロビクス 木曜日夜間 三和公会堂 １クール 12回
4,000 円

１クール 12回
5,500 円

ハワイアンフラ 火曜日昼間 大島体育館 １クール 12回
4,000 円

１クール 12回
5,500 円

バドミントン教室 月曜日夜間 大富中体育館 １回 100円 １回 200円
卓球教室 月曜日夜間 大富中体育館 １回 100円 １回 200円

みなと群舞教室 土曜日夜間 三和公会堂 無料 １回 100円

ソフトバレー教室
水曜日夜間 大富中体育館 無料 １回 100円
金曜日夜間 黒石小体育館 無料 １回 100円

ミニバス教室 土・日曜日午前 大富小体育館
黒石小体育館 無料 １回 100円

中学生バスケット 火曜日夜間 大富中体育館 無料 １回 100円

グラウンドゴルフ 土・日曜日午前
川原グラウンド
黒石小グラウンド
中根公園

無料 １回 100円

綱引き 木曜日夜間 大富中体育館 無料 １回 100円

【トミーズの教室】（夏季限定の水泳教室は除く）

開催日・集合場所
開催日 集合場所
９月７日㈯ 小川公民館
10月６日㈰ 市役所大井川庁舎
11月９日㈯ 焼津図書館前広場

お知らせ
■ 熊丸さんといっしょにあそぼう！リズム＆トーク　日時　10月３日㈭　午前10時～11時30分　会場　総合福祉会館多目的広場　内容　乳幼児を子育て中の保護
者を対象にした子育て支援の講座　定員　親子40組・100人（申込順）　申込方法　電話で　申込・問合先　新日本婦人の会事務所　高

たか

池
いけ

　K629-5409


