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ウェルシップ映画会
対象　どなたでも　日時　３月
26日㈬　１回目…午前10時～
11時40分　２回目…午後１時
30分～３時10分　上映作品　
怪盗グルーのミニオン危機一発　
定員　各回320人（先着順）　※
開場は開始30分前。書き損じは
がきや使用済み切手があれば、お
持ちください。　会場・問合先　
総合福祉会館　K627-2111

第３回焼津版友会展
版画の作品展です。　日時　３月
11日㈫～16日㈰　午前11時～
午後５時（初日は午後１時～、最終
日は午後４時まで）　会場　ギャラ
リースペースＫ

ケー

（三ケ名）　問合先　
大
おお

久
く

保
ぼ

宅　K090-1832-1189

大井川図書館
おはなしのへや
■幼児・児童向け（絵本や紙芝居、
手遊びなど）　日時　３月８日～
29日の毎週土曜日　午前10時
30分～　■乳幼児向け（絵本や
紙芝居、手遊びなど）　日時　３
月11日㈫・25日㈫　午前11
時～　【共通】　会場　大井川図書
館おはなしコーナー　問合先　大
井川図書館　K622-9000
焼津図書館
おはなし会・朗読会
■朗読会（小学生から楽しめるお
話を聞く）　日時　３月９日㈰　
午後２時～　会場　焼津図書館２
階視聴覚室　■おはなし会（幼児
から楽しめる絵本や紙芝居）　日
時　３月15日㈯・22日㈯　午
後２時～　会場　焼津図書館１階
おはなしコーナー　【共通】　問合
先　焼津図書館　K628-2334
第９回S

ス プ リ ン グ

pring
ギターフェスティバル
アマチュアからプロまでの人が出
演。体験コーナーもあります。　
日時　３月23日㈰　午後２時～
４時50分　会場　藤枝市生涯学
習センター　問合先　ＮＰＯ法人
ギター音楽教育プロモーション　
K623-3433

やいづ読書の会
対象　どなたでも　日時　３月15
日㈯　午後１時～３時　会場　焼
津図書館２階視聴覚室　内容　森

もり

鴎
おう

外
がい

著「舞
まい

姫
ひめ

」を読んだ感想を語
り合う　問合先　松

まつ

永
なが

宅　K090
-7434-5348

まなぶ
ディスカバリーパーク焼津
天文科学館
■ほしぞらのしたのおはなし会　
対象　主に小学生の児童と保護者
(大人のみの参加も可）　日時　３
月22日㈯　午後７時～８時　内
容　プラネタリウムで自然科学に
関連した絵本や物語、科学絵本の
読み聞かせ　定員　165人（申
込順）　申込方法　電話または窓
口で　■プラネタリウムを大解
剖！　対象　どなたでも（15歳
以下は保護者の同伴が必要）　日
時　３月23日㈰　午後７時～８
時　内容　普段見ることのできな
いプラネタリウムの舞台裏などを
案内する特別イベント　定員　
60人（申込順）　申込方法　３月
４日㈫から電話または窓口で　
【共通】　参加費　大人（16歳以
上）　600円　子ども（４～15歳）　
200円　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
サンライフ焼津
フィットネス教室
1ピラティス　日時　４月４日～
25日の毎週金曜日　午後８時～
９時　2ヨガ　日時　４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　４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　４月２日～
23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　４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　４
月１日～22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　４月１日～22
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　４月３日～24日
の毎週木曜日　午後７時20分～
８時20分　9はつらつヨガ　日
時　４月４日～25日の毎週金曜
日　午後２時～３時　【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
シルバー人材センター
かたつむりパソコン教室
眠っているパソコンを起こしてゆ
っくり確実にステップアップして
いきます。　対象　どなたでも　
日程　４月５日～６月28日の土
曜日（全12回）　■Ａコース（は
じめての人）　時間　午後１時～
２時30分　■Ｂコース（文字入
力ができる人）　時間　午後３時
～４時30分　【共通】　会場　和
田公民館　受講料　１回1,250
円（テキスト料・パソコン使用料
別途）　持ち物　ノートパソコン　
※パソコンをお持ちでない人は問
い合わせてください。　定員　各
10人（申込順）　申込方法　講座
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　K
622-3510

いきいきヨガ教室
対象　55歳以上の男女　日時　
３月14日㈮･28日㈮　各日とも
午後１時30分～２時30分　会
場　豊田公民館　参加費　500円　
定員　15人程度（申込順）　申込
方法　開催日の前日までに電話で　
申込・問合先　食育＆ヨガサーク
ルP

プ

R
ラ

AN
ナ

A　竹
たけ

田
だ

宅　K090-
7316-1223

アクアスやいづ健康講座
対象　興味のある女性ならどなた
でも　日程　３月16日㈰　内容　
古代インドから伝わる自然療法「ア
ーユルヴェーダ」の体験と個別健
康相談（約２時間）　定員　28人
（申込順）　申込方法　３月14日
㈮までに電話で　※講座内容や参
加費など、詳しくは問い合わせて
ください。　会場・申込・問合先　
アクアスやいづタラソルーム　K
621-0200

第２回津波伝承地巡りバス
ツアー
焼津市と吉田町の津波伝承地をバ
スで巡ります。　日時　３月11日
㈫　午後０時30分～４時30分　
集合場所　午後０時15分に焼津市
文化センター前　参加費　1,500

円（資料代ほか）　定員　23人（申
込順）　申込方法　３月９日㈰ま
でに電話で　申込・問合先　ＮＰ
Ｏ法人マリン・インパクト21　K
090-8551-0145

募集
焼津ホタル研究会会員
今年で33周年となる歴史ある研
究会です。　対象　環境保全やホ
タル育成に興味のある人　活動内
容　総会、観賞会、放流式など　
※申込方法など、詳しくは問い合
わせてください。　申込・問合先　
社会教育課　K662-0511

平成26年度焼津陸上クラ
ブ会員
対象　小学３年～６年生　■保護
者説明会　日時　３月15日㈯　
午後６時30分～　会場　焼津公
民館　■体験日　日時　３月16
日㈰　午前９時～　会場　陸上競
技場　参加費　月1,000円（別
途保険料は年1,000円）　定員　
20人程度　※入会は保護者説明
会への参加が条件となります。　
問合先　焼津市陸上競技協会　北

きた

川
がわ

宅　K620-2633

第25回すこやか長寿祭ス
ポーツ大会
対象　原則60歳以上の県内在住
者　日程　４月26日㈯～６月８
日㈰　会場　県草薙総合運動場
（静岡市駿河区）ほか県下23会場　
種目　卓球、テニス、ソフトボー
ル、ゲートボール、弓道、剣道、
マラソン、ボウリング、囲碁、将
棋など29種目　※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　公益財団法
人しずおか健康長寿財団　K253-
4221

大井川とびっこクラブ会員
対象　小学生と一緒ならどなたで
も　内容　さまざまなスポーツの
体験活動　※活動内容など、詳し
くはブログをご覧いただくか、問
合せてください。　問合先　池

いけ

谷
がや

宅　K622-0970　Shttp://ha
ppy.ap.teacup.com/tobicco/

「道路ふれあい月間」推進
標語
平成26年度「道路ふれあい月間」
の推進標語を募集しています。　
対象　小学生以上　申込期限　３
月31日㈪まで（必着）　※応募方
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　国土交通省道

路局交通管理課　総務係　K03-
5253-8111　内線37423　Shttp:
//www.mlit.go.jp/report/press/
road01_hh_000392.html
焼津みなとまつり
ストリートバスケットボール
日時　４月13日㈰　開始　午前
９時30分　会場　焼津みなとま
つり広場特設会場　部門　小学生
男子・女子（新５年生以上）、学
年別中学生男子・女子、高校生・
一般　チーム編成　１チーム４人
（交代要員１人）　※１チーム３人
でも可。　参加費　１チーム1,500
円　募集チーム　100チーム（申
込順）　申込方法　３月14日㈮の
午後５時までに申込用紙に必要事
項を記入し参加費を添えて窓口へ
（申込用紙は窓口にあります）　申
込・問合先　焼津商工会議所　K
628-6251

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。みんなで楽しく遊びましょう。　
対象　子どもとその保護者　日時　
３月９日㈰　午前10時～午後３
時　会場　総合福祉会館ボランテ
ィアビューロー　問合先　焼津市
社会福祉協議会　K621-2941

ひきこもり相談会
対象　６カ月以上社会参加をして
いない人を抱えている家族　日時　
３月13日㈭　午前10時～午後
４時　会場　藤枝総合庁舎　申込
方法　３月12日㈬までに電話で　
申込・問合先　中部健康福祉セン
ター福祉こども課　K644-9281

献血にご協力を！
日時・会場　◇３月21日㈷・30
日㈰　午前９時30分～午後０時
15分、午後１時30分～４時／
イオン焼津店（祢宜島）　◇３月
27日㈭　午前９時30分～11時
15分、午後０時30分～４時／
大井川グランリバー　◇３月29
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（１月受付分）　孝道山静岡別
院、宇都木稔、戸塚、士、進藤常
雄、見崎平八、増田良男、黒澤賢次、
匿名５人　■文化事業基金寄附金
（１月受付分）　募金箱…1,074円

きく

みる

●  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
に
関
す
る
一
切
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責
任
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に
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し
ま
す
。
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第２次焼津市男女共同参画プラン

男女共同参画事業報告
男女共同参画セミナーを開催

　市では、性別にかかわらず、誰もが自分らしくいきいきと暮らせる
社会を目指し、男女共同参画プランを策定し推進しています。
　現行のプランは、今年度で計画期間が終了するため、来年度から
スタートする新プランの策定が、現在大詰めを迎えているところで
す。新プランが完成したところで、紹介していく予定です。

増刊号
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　男女共同参画社会とは、世代や性別にかかわらず、
誰もが自分らしく暮らせる社会です。
　そのためにも、私たちの住む地域や身近な社会生活
について、行政と市民が互いに知り、学び、考え、発
信し合い、共に社会をつくって動かしていきましょう。

性別、年齢、障害の有無、国籍を問わず誰でも参加、楽しめるこ
とをモットーに、親子で楽しく安全に過ごせる居場所を提供し、
ワークショップやコンサートを市内中心に開催。

　女性が抱えるさまざまな悩みを女性相談員（カウンセラー）が、
面談して共に考え、解決のお手伝いをします。
　相談は予約制です。プライバシー保護のため、相談日時や会場
は予約を受け付ける際に、ご本人に直接お伝えします。
主 な相談内容　パートナーや家族、人間関係、ＤＶ、生き方など
予 約方法　月～金曜日（祝休日と年末年始を除く）の午前８時
30分～午後５時の間に電話で申し込む
予約・問合先　市民協働課　K626-1178
※詳しくは９ページの ｢相談室｣をご覧ください。

女性相談室のご案内

　昨年12月８日㈰、焼津文化会館にて ｢男女共同参画・人権フ
ォーラム2013｣ を開催し、約450人が参加しました。
　第１部では「人権啓発ポスター」表彰式が行われ、小中高校生
が表彰を受けました。第２部では、全国中学生人権作文コンテス
ト静岡県大会受賞作文の発表に続いて、作家で東京家政大学人間
文化研究所特任教授の落

おち

合
あい

恵
けい

子
こ

さんによる「いのちの感受性」と
題した講演が行われました。
　「人権とは、誰の足も踏ま
ない、誰にも自分の足を踏ま
せないこと」という落合さん
の力強い言葉に、参加者から
は「人権、難しいものではな
いです。相手に対する思いや
り、やさしさ、相手の立場に
立った言動、当たり前のこと。ずっと大切にしていきたい、意識
していきたいと改めて思いました」「説得力があるお話でした。
心が強くなれました。自分に対して厳しく、他人には優しく、改
めて自分を問い直す機会になりました」など、多数の感想が寄せ
られました。

特定非営利活動法人 「生きる生きる」 

特定非営利活動法人　生きる生きるは男女
共同参画社会づくり宣言をしています。

☆食育講座
　　地産地消・東北の食材を使った支援
☆フットサル
　　 誰でも参加できるフットサルを通
じ、老若男女、障害の有無に関係な
く、体を鍛え、心の成長を促す

☆ワークショップ
　　 貼り絵・おもちゃを自分で制作、オ
ペラごっこ、楽器で合奏体験

◆ 子育て支援を通し、家族のより良い
関係の構築に取り組みます。

◆ 障がい児に対する支援のため、人材
の育成に取り組みます。

宣言内容（宣言日　平成25年９月６日）

■社交ダンスで絆を深める
　昨年11月16日㈯、総合福祉会館で、男女共同
参画セミナー「セカンド楽

ラ ブ

舞～初心者向け社
交ダンス講座～」を築

つき

地
じ

宏
ひろ

明
あき

さん（市内プロダ
ンス教師）を講師に迎え、開催しました。

　これは、「職場
や子育てから解
放された第２の
人生をより輝き
のあるものにす

るため、社交ダンスを通じて、人（夫婦）との絆
を深めるキッカケを作りたい」という思いから、
社交ダンスサークル楽

ラ ブ

舞友
ユウ

が企画し、市と協働で
行った事業です。当日は、皆さん慣れないステッ
プに戸惑いながら、音楽に合わせて、男女が手を
取り、楽しそうに踊っていました。
　参加者からは、「先生の熱心なご指導で、楽し
い時間を過ごさせていただきました」「男性と踊
ってみて、それぞれ性格が違うように、踊り方も
違うのだなあと思いました。お互い息を合わせて
踊るのは、本当に楽しい」「プロの先生にダンス
の基本から教えていただいて、すごく良かったで
す。連続でやってもらいたいです」など、感想が
寄せられました。
　社交ダンスは男性がリードし、女性がそれに従
うというイメージにとらわれがちですが、実際に
は、どちらが主でどちらが従かということはあり
ません。お互いを思いやり、相手との呼吸を合わ
せること、それが一番大切なのだと感じました。
■他の言葉に言い換えてみよう！
　また、同日、総合福祉会館にてNPO法人静岡

家庭教育サポート協会との協働事業、男女共同参
画セミナー｢やさしい心理学『私ってどんな人？』」
を開催し、24人が参加しました。
　交流分析インストラクター山

やま

田
だ

君
きみ

枝
え

さんを講師
に迎え、心理学の手法を活用し、客観的に自分を
分析し、身近な人とより良い関係を築く方法を学
びました。実習を織り交ぜながらの内容に、参加
者からは、「男性、女性などと考えず、一人の人
間として周りとコミュニケーションを上手に取っ
ていくと、生きやすくなる、楽しくなると思いまし
た」「自分を知ることと相手を知ることで、いい
関係が築けそうです。そのハウツーを学べた気が
しますが、実践しないといけないですね」など多
数の感想をいただき、充実した講座となりました。

男女共同参画・人権フォーラム
2013 を開催

「男女共同参画社会づくり宣言」とは、県内事業所・団体
に、女性の参画拡大やワーク・ライフ・バランス（仕事と
生活の調和）など男女共同参画の推進に取り組むことを
「宣言」として県に登録してもらい、県は登録事業所など
のＰＲや研修機会の提供などにより支援することで、事
業所・団体の自主的な取り組みを促進するものです。
静岡県では、「男女共
同参画社会づくり宣
言」をする宣言事業所
を募集しています。
※ 詳しくは静岡県ホームページ（http://www.pref.
shizuoka.jp/kenmin/km-150/sengen）をご覧
いただくか、問い合わせください。

 平成 26年２月１日現在
の登録件数は、1,055件

「男女共同参画社会づくり宣言」とは？

問合先　
h静岡県くらし・環境部県民生活局　男女共同参画課
　K221-3363
h焼津市市民協働課　K626-1178

開催日時　３月12日㈬　午後１時30分～
開催場所　市役所会議室棟203号室
内　　　容　 男女共同参画プランに対するパブリックコメン

トについて　ほか
傍聴の定員　10人以内
申込・受付　 傍聴希望者は、午後１時10分～１時25分の

間に直接会場で受け付けをしてください（定
員を超えた場合はその場で抽選）

問  合  先　市民協働課男女共同参画担当　K626-1178

ー傍聴できますー
第４回焼津市男女共同参画プラン推進・策定市民会議

フットサルの様子

　どんな言葉に言い換えましたか？マイナスに捉え
がちな言葉も、見方ひとつでプラスの内容に転換さ
れます。自分のことも、相手のことも、プラスに考
えていく力を持つことで、人とのコミュニケーション
もスムーズにいくような気がしますね。

《言い換えの例》●変わっている⇒味がある・
　個性的　●しつこい⇒ねばり強い

だいぶ印象が変わったと思いませんか？

次の語を、他の言葉に言い換えてみましょう。
 ●がんこ　⇒意思が強い。信念がある
●ずうずうしい⇒行動力がある。堂々としている

あなたも次の言葉を実
際に言い換えてみまし
ょう。 ☆変わってる

☆しつこい

～セミナーの内容から～


