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季節の山野草と盆栽展
日時　５月14日㈯・15日㈰　午前９時30
分～午後４時　会場　焼津文化会館　問合
先　焼津市盆栽会　羽

は

山
やま

　K628-5031

さつき展示会
日時　５月21日㈯・22日㈰　午前９時30
分～午後５時（22日は午後４時まで）　会
場　焼津文化会館　問合先　焼津さつき愛
好会　橋

はし

ヶ
が

谷
や

　K624-6739

ホタル観賞会
日時　５月20日㈮　午後７時～９時　５
月21日㈯・22日㈰　午後７時30分～９時　
※雨天中止。　会場・問合先　大井川環境
管理センター　K622-3666

焼津シネマズ
対象　中学生以上　日時　５月22日㈰　
午後１時30分～　内容　映画「ラジオ」
の上映（89分）　定員　20人（申込順）　
申込方法　５月３日㈷午前９時から電話ま
たは窓口で　会場・申込・問合先　焼津図
書館　K628-2334

火星接近特別イベント
■火星観望付きプラネタリウム夜間投影
「火星接近2016」　日時　５月31日㈫　
午後７時15分～８時　定員　165人（先
着順）　参加費　大人（16歳以上）600円、
子ども（４～15歳）200円　■火星特別
観望会　日時　５月31日㈫　午後８時30
分～９時30分　【共通】雨天・曇天の場合
は火星観望は行いません（当日午後６時に
決定）。　会場・問合先　ディスカバリー
パーク焼津天文科学館　K625-0800

プラネタリウム新番組
複雑な宇宙の成り立ちを圧倒的な映像美で
描いたＣ

シージー

Ｇドームシアター「W
ウィー

e a
ア ー

re 
S
スター ズ

tars」を、４月から日本初公開で投影し
ています。　定員　165人（先着順）　観覧
料　大人（16歳以上）600円、子ども（４～
15歳）200円　会場・問合先　ディスカバ
リーパーク焼津天文科学館　K625-0800

焼津図書館
■幼児から楽しめるおはなし会　日時　５
月７日㈯・14日㈯・21日㈯、６月４日㈯　
午後２時　会場　焼津図書館　■むかしば
なしのへや　日時　５月７日㈯、６月４日
㈯　午前10時30分　会場　焼津図書館　
■小学生から楽しめるろうどく会　日時　
５月14日㈯　午前10時30分　会場　焼
津図書館　■あかちゃんおはなし会　日時　
５月11日㈬　午前10時30分　会場　焼
津小泉八雲記念館　【共通】　問合先　焼津

図書館　K628-2334

大井川図書館
■おはなしのへや（乳幼児向け）　日時　
５月10日㈫・24日㈫　午前10時30分～　
■おはなしのへや（幼児・児童向け）　日
時　５月７日～６月４日の毎週土曜日　午
前10時30分～　【共通】　内容　絵本や紙
芝居、手遊びなど　会場・問合先　大井川
図書館　K622-9000

焼津小泉八雲記念館こども朗読会
対象　小学生　日時　５月22日㈰　午後２時
～２時50分　演目　「猫を描いた少年」ほか　
朗読　朗読グループ「かざぐるま」　定員　
35人（申込順）　申込方法　５月４日㈷午前
９時から電話または窓口で　会場・申込・問
合先　焼津小泉八雲記念館　K620-0022
朗読会「ろくろ首」「幽霊滝の伝説」
日時　６月５日㈰　午後２時　内容　八雲
作品「ろくろ首」「幽霊滝の伝説」の朗読
公演　朗読　西

にし

岡
おか

いつ子
こ

さん　定員　45
人（申込順）　申込方法　５月７日㈯午前
９時から電話または窓口で　会場・申込・問
合先　焼津小泉八雲記念館　K620-0022
やいづ読書の会
対象　どなたでも　日時　５月21日㈯　
午後１時～３時　会場　焼津図書館　内容　
金
かね

子
こ

薫
かおる

著「鳥打ちも夜更けには」を読んだ
感想を語り合う　問合先　松

まつ

永
なが

　K090-
7434-5348

まなぶ
ライフサポートセンターセミナー
「叱らなくても子どもは伸びる～
目から鱗

うろこ

の子育てと家庭教育～」
日時　５月21日㈯　午前10時～正午　会
場　静岡県勤労者総合会館　定員　150人
（申込順）　申込方法　電話、ファクスまた
はメールで　申込・問合先　ライフサポー
トセンターしずおか中部事務所　K270-
3963　N272-0014　Qsupport-c-
chubu@alwf.or.jp

古文書入門講座
東益津地区ゆかりの古文書をテキストにし
た初心者向け講座です。　日時　６月12
日㈰、７月24日㈰、８月13日㈯、９月18
日㈰、10月23日㈰、11月20日㈰の午前９
時30分～11時30分（全６回）　講師　青

あお

木
き

茂
しげ

久
ひさ

さん　定員　35人（初めての人を優
先の上、申込順）　申込方法　５月６日㈮
午前９時から電話または窓口で　会場・申
込・問合先　焼津図書館　K628-2334
勤労通信学園焼津学習会
静岡中央高校（他校も可）通信制課程で学ぶ

学生をサポート。随時受付中。　日時　毎
週木曜日　午後７時～９時　会場　焼津公
民館　問合先　社会教育課　K662-0570
本の修理・装備（カバー掛け）講座
■修理講座　日時　６月17日㈮　午前10
時～正午　持ち物　はさみ、スティックの
り、カッター、30㌢定規、筆記用具、修
理が必要な本　■装備講座　日時　７月１
日㈮　午前10時～正午　持ち物　紙カバ
ーのある本とない本（１冊ずつ）、はさみ、
30㌢定規、筆記用具　【共通】対象　どな
たでも　講師　焼津図書館司書　定員　
10人（申込順）　申込方法　５月６日㈮午
前９時から電話または窓口で　会場・申込・
問合先　焼津図書館　K628-2334
大井川ジュニア吹奏楽教室
楽器に挑戦してみよう。　対象　小学４年
～中学２年生　日時　６月～平成29年３
月の月２回（原則第２･４土曜日）　午前９
時～11時30分　受講料　2,500円（教則
本代は別途）　定員　30人（申込順）　申込
方法　６月４日㈯までに窓口で　会場・申
込・問合先　大井川公民館　K622-3111
ものづくり教室「まが玉アクセサリー」
石をけずってまが玉のアクセサリーを作ろ
う。　対象　小学３年～中学３年生　日時　
６月19日㈰　午後１時30分～３時30分　
参加費　200円　定員　12人（申込多数の
場合は抽選）　申込方法　①往復ハガキ往
信面裏に、参加者氏名・住所・学年・保護
者氏名・電話番号・複数名で申し込む場合
は全員の氏名と全員での当選を希望するか
記載し郵送　②窓口にある応募用紙に記入
し返信用はがきを添えて申し込む　申込期
限　６月５日㈰（必着）　会場・申込・問合
先　〶425-0052　田尻2968-1　ディス
カバリーパーク焼津天文科学館「まが玉ア
クセサリーを作ろう」係　K625-0800

大人のための英会話・韓国語市民講座
■英会話　時間　午後６時～７時　■韓国
語　時間　午後７時30分～８時30分　【共
通】　日程　５月24日～７月12日の毎週火
曜日（全８回）　会場　焼津文化会館　参加費　
７千円　定員　15人（申込順）　申込方法　５
月２日㈪から電話で　申込・問合先　国際
文化交流協会　前

まえ

田
だ

　K090-6489-2803

ラジオ体操実践講習会
ラジオ体操の正しいやり方について学んで
みませんか。　日時　①５月７日㈯　②５
月８日㈰　各日午前９時30分～11時　会
場　①大井川公民館　②大井川体育館　問
合先　スポーツ振興課　K628-5740
ラジオ体操Ｂ

ビー

級指導者講習会
指導者資格取得の講習会です。　対象　15
歳以上　日時　６月12日㈰　午前９時～午
後４時　会場　大井川体育館　受講料　２
千円　申込方法　５月31日㈫までに電話で　

みる・きく

●  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
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焼津City チャンネル

「焼津な!」日常・再生しよう
　全国わがまちCMコンテスト
2015で堂々全国４
位。ただいま配信中!

焼津CITYチャン
ネルＱＲコード▶

1498 明応地震　　　　　8.6
1707 宝永地震　　　　　8.4
1923 関東大震災　　　　7.9
1946 昭和南海地震　　　8.0
1978 伊豆大島近海地震　7.0
2011 静岡県東部地震　　6.4

e.t.c.

歴史上、静岡県周辺でここ近年100年では
最大の地震はM8.0 昭和南海地震

想定外のない様にと
東日本大震災以後
歴史上確認されていない

大きな地震Ｌ２の
被害想定を
計算したんだね
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申込・問合先　スポーツ振興課　K628-
5740

バウンドテニス初心者教室
対象　焼津・藤枝に在住・在勤・在学の小
学３年生以上　日程　５月10日～７月26
日の間で全12回　時間　午後７時～９時　
会場　総合体育館　※参加費や持ち物、服
装など詳しくは問い合わせてください。　
申込・問合先　八

や

木
ぎ

　K627-3984

弓道教室
対象　中学生以上　日時　６月１日～８月
31日の毎週月・水・金曜日　午後７時～
９時　会場　焼津弓道場（中港）　参加費　
６千円　定員　20人（申込順）　申込方法　
５月31日㈫までに電話で　申込・問合先　
焼津弓道会　青

あお

島
しま

　K090-3879-8279

サンライフ焼津フィットネス教室
■５月10日～31日の毎週火曜日　ソフトヨ
ガ　午前10時30分～　シェイプアップ武道
エクササイズ　午後７時20分～　■５月11
日～25日の毎週水曜日　リズムウオーキン
グ　午前10時30分～　ウオーキングエクサ
サイズ　午後７時～　ヨガ棒エクササイズ　
午後８時～　■５月12日～26日の毎週木曜
日　しなやかピラティス　午前10時30分～　
チャレンジエアロ　午後７時20分～　■５
月６日～27日の毎週金曜日　ヨガ　午後６
時50分～　ピラティス　午後８時～　【共
通】　要予約　※休講日もあるため、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
サンライフ焼津パソコン教室
パソコンが初めての人から文書の作成、デ
ジカメの応用まで自分のペースで学べます。　
日時　火曜日…午前９時30分～11時30分　
木曜日…午後１時～３時　土曜日…午前９
時30分～11時30分、午後１時～３時　日
曜日…午後３時30分～５時30分　定員　毎
回10人（申込順）　受講料　１回2,200円（テ
キスト代別途）　会場・申込・問合先　サン
ライフ焼津　K627-3377

募集
志太３市合同企業ガイダンス2017
志太３市の市役所、商工会議所、商工会が合
同で開催。約50社のブースが出展。　対象　
平成29年３月卒業見込の大学・短大・専門
学校生と既卒者（卒業３年以内）　日時　６月
10日㈮　午後１時～４時30分　会場　静岡
県武道館（藤枝市）　内容　企業ごとの説明な
ど　申込方法　５月２日㈪からホームペー
ジ（http://www.work2017.net/）で　問
合先　島田商工会議所　K0547-37-7155
大学生等合同企業説明会
対象　平成29年３月卒業予定の大学（院）、
短大、高専、専修学校などの学生と新卒枠
での応募を希望する既卒者（卒業後３年以内）　

日時　５月19日㈭　午前10時～午後４時　
会場　グランシップ（静岡市駿河区）　内容　
企業説明会、しずおかジョブステーション
（Shttp://jobsta.pref.shizuoka.jp/）に
よる面接対策セミナー（要予約）　問合先　
県雇用推進課　K221-2573　Shttp://
www.koyou.pref.shizuoka.jp/

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　①５月25日㈬～27日㈮　
②７月27日㈬～29日㈮　全日午前９時～
午後４時　会場　①静岡県看護協会会館（静
岡市駿河区）　②静岡赤十字病院（静岡市葵
区）　内容　最近の看護の動向・看護の基礎
技術の演習　申込期限　①５月16日㈪　②
７月19日㈫　※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　
静岡県ナースセンター　K202-1761

そのほか
 県立焼津中央高校「中央祭」
日時　６月４日㈯　午前９時～午後２時　
テーマ　「S

スタート

tart u
アップ

p!」　内容　文化部展示、
ステージ発表、HR展、招待試合など　会場・
問合先　県立焼津中央高校　K628-6000
県立藤枝東高校「千

せん

南
なん

祭
さい

」
日時　６月４日㈯　午前９時～午後３時　
テーマ　「和の誠

せい

心
しん

」　内容　校内装飾、ク
ラス展示、演劇発表など　会場・問合先　
県立藤枝東高校　K641-1680
県立藤枝特別支援学校学校祭
「ふじようまつり」
日時　６月５日㈰　午前９時30分～午後２
時10分　内容　みこし練り歩き、作業実演・
製品販売、ステージ発表など　※公共交通
機関をご利用ください。　会場・問合先　県
立藤枝特別支援学校　K636-1891

春の焼津さかなセンター祭り
日時　５月３日㈷～５日㈷　午前９時～午
後５時　内容　名物さかなセンター鍋（毎
日正午から先着500人）、マグロなどの豪
華賞品が当たる福引抽選会、焼津めしフェ
スタ（４日㈷）、深海サメ解体ショー（５日
㈷）、もち投げ（５日㈷）など　会場・問合
先　焼津さかなセンター　K628-1137
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

　K627-0025

うみえ～る朝市
日時　５月21日㈯　午前９時～午後１時　
内容　地元特産品の販売、イベントなど　会
場・問合先　うみえ～る焼津　K626-1551
第８回焼津神社d

で

eマルシェ
焼菓子やパン、雑貨、器、傘などこだわり
の品を販売します。　日時　５月15日㈰　

午前９時30分～午後２時30分（荒天中止）　
会場　焼津神社月

げっ

冰
ぴょう

殿
でん

　問合先　焼津神社
deマルシェ実行委員会　望

もち

月
づき

　K090-
5117-6978

焼津オンパレード博覧会2016
市内各地で焼津の魅力に触れる様々なプロ
グラムが開催されます。「焼津×

かける

○○」で
地域資源の発掘や新たな魅力を再発見でき
る特別な30日間です。　日程　６月１日
㈬～30日㈭　※詳しくはホームページ
（http://fujiedaonpaku.jp/（藤枝おん
ぱくサイト内））をご覧ください。　問合
先　焼津オンパレード博覧会実行委員会　
西
にし

村
むら

　K070-5332-3955
小学生から高校生のための夏休み海外研修
対象　小学３年～高校３年生　日程　７月
22日㈮～８月14日㈰　研修先　英国、豪
州、カナダなど　※研修先により日程や参
加費、申込締切などが異なります。詳しく
は問い合わせてください。　■説明会（予
約不要）日時　５月15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】問合先　国際青少年研
修協会　K03-6417-9721　Shttp://
www.kskk.or.jp

県立焼津青少年の家
■エンジョイ家族 ｢未来に向かってこぎだ
そう｣　対象　家族・親子　日程　６月18
日㈯・19日㈰（１泊２日）　内容　カヌー
漕艇や海釣りなど　定員　17家族（申込
多数の場合は抽選）　申込方法　５月７日
㈯～28日㈯の午前９時～午後５時に電話
で　※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　県立焼
津青少年の家　K624-4675

創業・起業個別相談会
日時　６月11日㈯　午後１時30分～４時
30分　会場　焼津図書館２階視聴覚室　

定員　３人（申込順）　申込方法　６月３
日㈮までに電話で　申込・問合先　焼津商
工会議所　K628-6251

日本将棋連盟焼津支部春季将棋大会
日時　５月８日㈰　午前10時開始　会場　
小川公民館　参加費　大人2,000円、中高
生1,500円、小学生・女性1,000円　問合
先　坂

さか

本
もと

　K090-6599-1245

献血にご協力を！
日時・会場　◇５月１日㈰・29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）　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】　３月受付分　■社会福祉活動資金
寄附金　ほほえみ号利用者の会、静岡銀行
焼津黒潮会、フランス総合医療株式会社、お
茶の丸玉園、飯淵不動山、鈴木久子、丸玉
園チャリティバザー神尾・宮下・佐分・増田、
士、自主講座フェルデンクライス、黒澤賢次、
見崎平八、匿名４件　■東日本大震災（東
北地方太平洋沖地震）義援金　加藤八重子　
■文化事業基金寄附金　募金箱…3,820円

不用品活用バンク
バンクの登録期間は１カ月。譲渡は無料。
品物は譲渡成立まで自宅で保管してくださ
い。申し込みは５月２日㈪の午前８時30
分から先着順です。　■ゆずります　ベビ
ーベッド、チャイルドチェア、五月人形、
犬猫用ケージ、バーベキュー用鉄板、洋服
たんす　■ゆずってください　オカリナ、
ソファ、ベッド、チャイルドシート（小児
用）、チャイルドシート（新生児用）、スタ
ンドルーペ、文庫本、マージャンマット　
問合先　くらし安全課　K626-1131

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
　猫３匹が新しい飼い主を待っています。
問合先　環境生活課　K662-0571
■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。

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

１日㈰ 青島ポンプ工業㈱
K628-2153 ８日㈰ 本橋建設㈱

K629-0248

３日㈷ 守屋設備㈱
K628-8886 15 日㈰

㈱志太設備工業所
K622-0369

４日㈷ ㈱村田組
K622-0758 22 日㈰

㈱小泉建設
K628-4563

５日㈷ 藁科設備工業㈱
K627-5477 29 日㈰

㈲細田配管
K628-8854

伝言板は大井川庁舎
１階ロビーへ移設し、
同内容掲載のファイ
ルを本館２階当直室
前へ設置しました。

お知らせ
■ 消費税対応型記帳講習会　対象　自営業の人　日時　５月11日～６月29日の毎週水曜日（全８回）　昼の部…午後１時～、夜の部…午後６時～　参加費　６千円　
定員　各回10人（申込順）　申込方法　５月10日㈫までに電話で　会場・申込・問合先　（協）焼津中小企業経営センター　K626-5222


