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きく
やいづ読書の会
対象　どなたでも　日時　１月
18日㈯　午後１時～３時　会場　
焼津図書館２階視聴覚室　内容　
藤
ふじ

沢
さわ

周
しゅう

平
へい

著「橋ものがたり」を読
んだ感想を語り合う　問合先　松

まつ

永
なが

宅　K090-7434-5348

新春経済講演会
日時　１月16日㈭　午後３時
30分～５時　会場　松風閣　演
題　日本再生のため何が必要か　
講師　須

す

田
だ

慎
しん

一
いち

郎
ろう

さん（経済ジャ
ーナリスト）　定員　120人（申
込順）　申込方法　１月６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　N645-1310

まなぶ
第３回飼い主とペットの
災害対策講座
災害時に人とペットが共に身を守
る方法や、避難所などでの生活に
ついて学びます。　対象　どなた
でも　日時　１月11日㈯　午後
２時～　会場　文化会館第１・２
会議室　内容　講演「災害への備
えを強固なものに」、ワークショ
ップなど　講師　沖

おき

紀
のり

代
よ

さん（日
本愛玩動物協会静岡県支部長）　
定員　70人　※申込不要、直接
会場にお越しください。　問合先　
まち・人・くらし・やいづワンニ
ャンの会　長

なが

野
の

宅　K090-6086
-3361

第14回新春散策「ふるさと
探訪と蝋

ろう

梅
ばい

の香りを聴く会」
蝋梅の香りを楽しみ、山の手地区
の隠れた史跡を案内人と探索しま
す。　対象　どなたでも　日時　
１月12日㈰　午前９時～（約２
時間。雨天中止）　集合場所　山
の手会館グラウンド（焼津・岡部
線「関方バス停」前）　問合先　
焼津市山の手未

み

來
らい

の会　山
やま

田
だ

宅　
K627-1914

かたつむりパソコン教室
初心者を対象にパソコン講習会を
開催します。文字入力からゆっく
り確実にステップアップしていき
ます。　日程　１月20日～４月

７日の毎週月曜日（全12回）　
■Ａコース（電源入力から始めま
す。）　午後１時～２時30分　■
Bコース（文字入力ができる人）　
午後３時～４時30分　【共通】　
会場　焼津市シルバー人材センタ
ーワークプラザ　受講料　両コー
スとも１回1,200円（教材費・
パソコン使用料別途）　定員　各
10人（申込順）　申込方法　開講
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　
K622-3510

ディスカバリーパーク焼津
天文科学館
■初心者のための天文教室「冬の
星座探しと天体望遠鏡操作体
験！」　対象　中学生以上の天文
初心者の人　日時　１月13日㈷　
午後５時30分～７時30分　内
容　冬の星座探しと天体望遠鏡操
作について学ぶ。　参加料　100
円　定員　10人（申込順）　申
込方法　電話または窓口で　■体
験工作教室「科学マジック！フシ
ギな“ふちんし”を作ろう」　対
象　どなたでも（小学３年生以下
は大人の補助が必要です）　日時　
１月13日㈷　①午前11時～
11時30分　②午後１時15分
～１時45分　③午後２時15分
～２時45分　内容　ペットボト
ルの中で浮いたり沈んだり自由自
在に動く、ユニークな科学おもち
ゃ“ふちんし”を作る。　参加料　
150円　定員　各回16人（要
整理券。当日の午前10時から全
ての回の整理券を配布）　　【共
通】　会場・問合先　ディスカバ
リーパーク焼津天文科学館　K62
5-0800

ぽぷら支援研修会
対象　どなたでも　日時　２月１
日㈯　午後１時30分～４時（午
後１時受付開始）　会場　文化会
館第１・２会議室　演題　発達が
気になる子への生活動作の教え方　
講師　野

の

藤
とう

弘
ひろ

幸
ゆき

さん（常葉大学保
健医療学部講師）　定員　100人
（申込順）　申込方法　電話で　※
詳しくは問い合わせてください。 
申込・問合先　社会福祉法人焼津
福祉会ぽぷら　K627-0600

サンライフ焼津
フィットネス教室
1ピラティス　日時　２月７日
～28日の毎週金曜日　午後８時
～９時　2ヨガ　日時　２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　２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　２月５日～
26日の毎週水曜日　午後７時～
７時50分　5ヨガ棒エクササイ
ズ　日時　２月５日～26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　２
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　２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　２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
静岡いのちの電話
自殺予防公開講演会
日時　１月26日㈰　午後１時
30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）　演題　絵本がはぐく
むこころの世界　講師　葉

よう

祥
しょう

明
めい

さん（絵本作家・画家・詩人）　
定員　360人（申込順）　申込方
法　電話で　※詳しくは問い合わ
せてください。　申込・問合先　
社会福祉法人静岡いのちの電話　
K272-4344（平日午後２時～
６時）

募集
市民スポーツ祭
■卓球　対象　小中学生、一般　
日程　１月26日㈰　会場　総合
体育館　申込方法　１月16日㈭
までに電話で　※詳しくは問い合
わせてください。　申込・問合先　
焼津市卓球連盟事務局　K629-
7210

小学生から高校生のための
春休み海外派遣
国際青少年研修協会では、８海外
派遣事業の参加者を募集していま
す。　対象　小学３年～高校３年
生　日程　３月25日㈫～４月６
日㈰（９～11日間）　派遣先　

米国、英国、豪州、カナダ、フィ
ジー、ニュージーランド、フィリ
ピン　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　 参 加 費　298,000 円 ～
498,000円（早期申込による割
引有り）　申込期限　２月３日㈪　
■静岡地域説明会　日時　１月
19日㈰　午後３時～４時30分　
会場　静岡勤労者総合会館（静岡
市葵区）　【共通】　※事業により
日程や対象者などが異なります。
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　K
03-6417-9721

そのほか
やいづおもちゃ図書館
たくさんのおもちゃが揃いまし
た。みんなで一緒に楽しみましょ
う。　対象　子どもとその保護者　
日時　１月12日㈰　午前10時
～午後３時　会場　総合福祉会館
大広間　問合先　焼津市社会福祉
協議会　K621-2941
ディスカバリーパーク焼津
天文台見学会休止のお知らせ
天文台機器点検のため天文台見学
会を休止します。　日程　１月
15日㈬　※プラネタリウムの投
影および展示・体験室の事業は通
常どおり実施します。　問合先　
ディスカバリーパーク焼津天文科
学館　K625-0800

「動物愛護絵画・作文コンク
ール」優秀作品展示会
日時　１月24日㈮～30日㈭　
午前８時30分～午後５時（土日
は午前10時～午後５時）　会場　
県庁別館21階展望ロビー（静岡
市葵区）　内容　平成25年度動
物愛護絵画・作文コンクールの優
秀作品・入選作品の展示　問合先　
静岡県動物保護協会事務局　K
251-6036

献血にご協力を！
日時・会場　◇１月26日㈰　午
前９時30分～午後０時15分、午
後１時30分～４時30分／イオン
焼津店（祢宜島）　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（11月受付分）　花康㈱、片
瀬建設㈱、和田地区民生委員児童
委員協議会、東益津地区民生委員
児童委員協議会、ＪＡおおいがわ
大村支店女性部、宇都木稔、焼津
第２地区民生委員児童委員協議
会、辻　政義、民生委員高齢者部
会、士、焼津市消費者連絡会、平
出きり、黒澤賢次、見崎平八、焼
津市民生委員児童委員協議会生活
支援部会、Ｒ・Ｋ、匿名４件　■
第32回福祉まつりふれあい広場
寄附金（11月受付分）　さわやか
クラブやいづ連合会、焼津市竹工
芸クラブ、焼津福祉会・虹の家、
焼津福祉会・ワークすばる、焼津
福祉会・花はな、焼津福祉会・生
活介護「ゆたか」、養護老人ホー
ム「慈恵園」、焼津福祉会・生活
介護「ゆりかもめ」　■東日本大
震災（東北地方太平洋沖地震）義
援金　佐藤豊、ＫＯマート焼津駅
北店・大井川店・用宗店・田中店・
志太店・大和店、大井川赤十字奉
仕団　■伊豆大島等台風26号災
害東京都義援金　㈲百合山木型、
小川港さば祭り実行委員会、大富
小学校、大井川西小学校、焼津中
学校、小川中学校、和田中学校、
大井川南小学校、大井川東小学校、
東益津小学校、東益津中学校、大
村中学校、和田小学校、豊田小学
校、大富中学校、焼津西小学校、
焼津東小学校、豊田中学校、小川
小学校　■文化事業基金寄附金
（11月受付分）　募金箱…1,971円

●  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
紙面の都合で限られた情報のみを掲載しています。      

広
告
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す
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す
。

　　
　
焼津市シルバー人材センターの事務所は
移転しています。お間違えのないように！

所在地　宗高949-1
問合先　焼津市シルバー人材
　センター　K622-3510

　昨年７月１日㈪より、サンライフ焼津内にあった事務所は、
大井川ワークプラザ内に統
合したため、下記の所在地と
なっています。統合により不
便をお掛けしますが、ご理解
ご協力をお願いします。

焼津市シルバー
人材センター

市役所大井川庁舎
大井川図書館

焼津消防署
大井川分署

大井川児童センター
航空自衛隊静浜基地

案内図

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。

相談室 h 相談はすべて無料です。
h予約制（☆印）の相談を受けたいときは、あらかじめ電話で予約してください。

■市民相談室（市役所アトレ庁舎１階）での相談
予 約・問合先　市民相談室　K626-1133
　※消費生活相談と多重債務相談はK626-1147
相談の種類 日程 時間
市 民 相 談 月～金曜日（祝日と２日㈭・３日㈮を

除く）
8:30 ～ 17:00

消費生活相談 9:00 ～ 17:00

人 権 相 談 10 日㈮・17日㈮・24日㈮・31日㈮ 9:30 ～ 12:00
13:00～15:30

行 政 相 談 ６日㈪・20日㈪ 13:00～15:30
交通事故相談 ８日㈬・15日㈬・22日㈬・29日㈬ 9:00 ～ 16:00

☆ 司法書士相談 ６日㈪・27日㈪ 13:00～16:00

☆ 弁 護 士 相 談 ８日㈬・15日㈬・22日㈬・29日㈬ 10:00～12:00
13:00～15:00

建築よろず相談
14 日㈫ 13:00～16:00

登記・測量相談

☆ 弁護士による多重債務相談 10 日㈮・17日㈮ 13:00～15:00

労 働 相 談 16 日㈭ 13:00～16:00
福祉心配ごと相談 16 日㈭・30日㈭ 13:00～15:30

■大井川福祉センターでの相談
予 約・問合先　市民相談室　K626-1133　※消費生活相談はK626-1147
相談の種類 日程 時間

☆ 消費生活相談
10 日㈮・24日㈮

9:00 ～ 11:00
人 権 相 談

13:00～15:30
行 政 相 談
福祉心配ごと相談 ９日㈭・23日㈭ 13:00～15:30

■ 女性相談（会場は予約時にお伝えします。１人１時間程度）…家族や職場の相談など
予約・問合先　市民協働課　K626-1178
相談の種類 日程 時間

☆ 女 性 相 談
９日㈭・16日㈭・23日㈭・30日㈭ 9:00 ～ 11:30
15 日㈬ 13:30～16:00

■病院事業管理者の菱
ひし

田
だ

明
あきら

（元浜松医科大学内科教授）による健康相談
会場・予約・問合先　市立総合病院地域医療連携室　K623-3111 ㈹
相談の種類 日程 時間

☆ 健 康 相 談 14 日㈫ 13:00～14:00

■青少年教育相談センター（市役所大井川庁舎１階）での相談
問合先　青少年教育相談センター　K662-0513
　Qkyouikusoudan@city.yaizu.lg.jp
相談の種類 日程 時間

青少年教育相談 月～金曜日（祝日と２日㈭・３日㈮を除く。メール相談は随時受付） 8:30 ～ 17:00

■家庭児童相談室（市役所アトレ庁舎１階）での相談
問合先　家庭児童相談室　K626-1165　
相談の種類 日程 時間

家 庭 児 童 相 談 月～金曜日（祝日と２日㈭・３日㈮を除く） 8:30 ～ 17:15

１

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

■志太榛原地域救急医療センター
診療科目　内科、小児科
受 付時間　h月～木曜日…午後７時30
分～10時　h金～日曜日…午後７時
30分～翌日午前７時
※ ５日㈰・12日㈰・19日㈰・26日㈰の
午後10時以降は小児科のみの診療。
持 ち物　h健康保険証や後期高齢者医療
被保険者証、子ども医療費受給者証など
h服用中の薬があればその薬

問合先　志太榛原地域救急医療センター

　K644-0099
■静岡こども救急電話相談#8000
 医療機関を受診した方がよいのか、様
子をみても大丈夫なのか、看護師や小児
科医が電話でアドバイスします。
相談時間　午後６時～翌日午前８時
相 談番号　h携帯電話やプッシュ回線
の固定電話から…＃8000（短縮番号）
　 hＩ

アイ

Ｐ
ピ ー

電話やダイヤル回線の固定電
話から…K247-9910

問 合先　県地域医療課　K221-2406

夜間の診療な
ど

休日当番医と休日当番薬局 変更になる場合がありますので、
当日の新聞で確認してください。

■診療時間　午前８時30分～午後５時
※ 歯科は午前９時～午後３時。☆印は午前９時～午後５時。
■ 地域の休日・夜間の当番医を知りたいとき（フリーダイヤルによる案内）
問 合先　静岡県救急医療情報センター　10800-222-1199
■薬に関して質問があるとき
受 付時間　月～金曜日　午前９時～正午、午後１時～４時30分
問 合先　静岡県薬剤師会医薬品情報管理センター　K281-9998
日付 診療科など 医療機関名 問合先

１日㈷

内科 ながたクリニック（小柳津） K631-6015
小児科 そね小児科（五ケ堀之内） K620-8814
外科 金井整形外科（大村２） K621-1211
歯科 原崎歯科大島クリニック（大島） K623-3777
当番薬局 フラワー薬局豊田店（五ケ堀之内）、ユーカリ薬局（大村２）

２日㈭

内科／外科 岡本石井病院（小川新町５） K627-5585
小児科 岩崎小児科医院（大島） K623-5200
産婦人科 前田産科婦人科医院（小屋敷） K626-8603
歯科 かわさき歯科医院（駅北１） K627-8809

泌尿器科／皮膚科 平井医院（上泉）☆ K622-9070
当番薬局 わかくさ薬局大島店（大島）

３日㈮

内科 畠山クリニック（東小川８） K621-5971
内科／小児科 石川医院（田尻） K624-4321

外科 志太記念脳神経外科（小柳津） K620-3717
耳鼻科 ふじえだ耳鼻咽喉科クリニック（藤枝市上薮田）☆ K648-1000
歯科 ツネカワ歯科医院（北新田） K625-2757
当番薬局 きらら薬局西焼津（小柳津）、シーガル薬局（保福島）

５日㈰

内科 ふくむらクリニック（大栄町２） K627-1228
内科／小児科 中山クリニック（下小田） K623-0090

外科
大井胃腸科外科医院（三右衛門新田） K624-8030
神戸整形外科（宗高）☆ K622-3399

耳鼻科 たなか耳鼻科（小柳津） K621-5888
歯科 大栄歯科医院（大栄町２） K629-2299

当番薬局 メロン薬局 (大栄町１)、フラワー薬局大富店（三右衛門新田）、
きらら薬局わかぎ豊田（小柳津）、ヤブザキ薬局（大村新田）

12日㈰

内科 あしだクリニック（与惣次） K623-5656

内科／小児科
山下内科医院（本町２） K628-2733
櫻井医院（上新田）☆ K622-0122

外科 焼津駅前整形外科リウマチ・リハビリクリニック（中港１）K621-5511
耳鼻科 藤枝診療所（藤枝市高洲）☆ K635-8749
眼科 大住眼科医院（大住） K623-0330
歯科 高田歯科医院（石津） K625-0554
当番薬局 コスモ薬局 (本町２)

13日㈷

内科 いたやクリニック（小土） K621-5200
小児科／耳鼻科 仲神医院（中新田） K623-0805

外科 大久保医院（上小杉） K622-2500
歯科 河合歯科医院（西小川４） K626-1184
当番薬局 フレンド薬局 (中新田 )

19日㈰

内科／外科 コミュニティーホスピタル甲賀病院（大覚寺２）K628-5500
小児科 やまもと小児科（石津） K656-0100
耳鼻科 あまの耳鼻咽喉科クリニック（藤枝市田中３）☆ K646-3313
眼科 焼津駅前眼科（駅北１） K626-8240
歯科 岡村歯科医院（上小杉） K662-2666
当番薬局 大覚寺薬局（大覚寺２）、よつば薬局（石津）

26日㈰

内科 のがきクリニック（石津） K656-0101
小児科 ほりお小児科（西小川２） K626-5500
外科 金井整形外科（大村２） K621-1211
耳鼻科 やいづ６丁目耳鼻咽喉科（焼津６） K620-6001
歯科 松本歯科（柳新屋） K627-4182

当番薬局 よつば薬局（石津）、きらら薬局西小川（西小川１）、
ユーカリ薬局（大村２）、すばる薬局（焼津６）
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日付 当番店・電話 日付 当番店・電話

１日㈷ ㈲大一配管
K624-4217 12 日㈰

アクト設備㈱
K623-8616

２日㈭ ㈱村田組
K622-0758 13 日㈷

㈲小泉ポンプ工業所
K624-0843

３日㈮ ㈲村本配管工業
K624-9556 19 日㈰

㈱志太設備工業所
K622-0369

４日㈯ 焼津市管工事協同組合
K627-1710 26 日㈰

㈲高松ボイラー水道工業所
K629-2015

５日㈰ 岡村設備㈱
K622-7582

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
　犬２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・猫がいるとき
　中部保健所衛生薬務課（K644-9283）にご相談ください。


