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焼津図書館
■幼児から楽しめるおはなし会　日時　７
月２日～23日の毎週土曜日　午後２時～　
会場　焼津図書館　■こわ～いおはなし会　
日時　７月30日㈯　午後２時～　会場　
焼津図書館　■むかしばなしのへや　日時　
７月２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　７月９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　７月13日㈬・27日㈬　午前10
時30分～　会場　焼津小泉八雲記念館　
■こども映画会　日時　７月31日㈰　午
後２時45分～　会場　焼津図書館　【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　
７月12日㈫・26日㈫　午前10時30分～　
■おはなしのへや（幼児・児童向け）　日
時　７月２日～30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

やいづ読書の会
対象　どなたでも　日時　７月16日㈯　
午後１時～３時　会場　焼津図書館　内容　
ルネ・デカルト著「方法序説」を読んだ感
想を語り合う　問合先　松

まつ

永
なが

　K090-
7434-5348
夏休みこども講座「小

こ

泉
いずみ

凡
ぼん

名誉館長と
歩く八雲ゆかりの場所」
小川地区の八雲ゆかりの場所を歩いて巡り
ます（約４㌔）。　対象　小・中学生　日
時　７月30日㈯　午後４時～６時30分（雨
天中止）　集合・解散場所　小川公民館３
階会議室　定員　20人（申込順）　申込方
法　７月７日㈭午前９時から電話で申し込
む　申込・問合先　焼津小泉八雲記念館　
K620-0022
小泉凡名誉館長トークショー
妖怪談義P

パ ー ト

art２
■小泉八雲と水木しげるの響きあう世界　
両者の響きあう妖怪観にアプローチしま
す。　日時　７月31日㈰　午前10時～
11時30分　定員　45人（申込順）　申込
方法　７月７日㈭午前９時から電話で申し
込む　会場・申込・問合先　焼津小泉八雲
記念館　K620-0022
小泉八雲記念館「夏季 常設展示１」
八雲が焼津で聞いた「焼津町のうた」を記
したメモ帳など、焼津ゆかりの品を展示し

ます。　日時　７月９日㈯～10月４日㈫　
午前９時～午後５時　会場・問合先　焼津
小泉八雲記念館　K620-0022
ミニ写真展「ギリシア紀行～ハーン
ゆかりの島々を巡る～」
小泉八雲生誕の地ギリシアを写真で巡るミ
ニ展示会です。　日時　７月９日㈯～10月
４日㈫　午前９時～午後５時　会場・問合
先　焼津小泉八雲記念館　K620-0022
琵琶公演
「耳なし芳一のはなし」「おしどり」
薩摩琵琶による八雲作品の弾き語り公演を
開催します。　日時　７月24日㈰　午後
２時　琵琶奏者　阿

あ

井
い

鶴
かく

優
ゆう

さん、村
むら

田
た

青
せい

水
すい

さん　定員　45人（申込順）　申込方法　
７月５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
夏の特別展「錯覚科学館」
日時　７月９日㈯～９月４日㈰　観覧料　
大人（16歳以上）300円、子ども（４～
15歳）100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

プラネタリウム「七夕の夕べ」
七夕の夜空を生解説で紹介します。　日時　
７月３日㈰・９日㈯・10日㈰　午後５時
30分～　観覧料　大人（16歳以上）600円、
子ども（４～15歳）200円　定員　165人
（先着順）　会場・問合先　ディスカバリー
パーク焼津天文科学館　K625-0800

プラネタリウム朗演「耳なし芳一」
小泉八雲の世界と星空のコラボレーション
をお楽しみください。　対象　小学生以上　
日時　８月21日㈰　午後６時～　観覧料　
大人（16歳以上）600円、子ども（小学生
～15歳）200円　定員　165人（先着順）　
前売券　７月２日㈯から販売（電話予約販
売あり）　会場・予約・問合先　ディスカバ
リーパーク焼津天文科学館　K625-0800

平和映画会
日時　７月30日㈯　①午前10時30分～　
②午後２時～　会場　焼津公民館　上映作
品　①親子映画（一つの花、塩ふきうす、
鴨とりごんべえ、たぬきと彦市）　②望郷
の鐘　問合先　焼津平和のための戦争展実
行委員会　槙

まき

本
もと

　K627-4866

第17回焼津平和のための戦争展
日時　７月29日㈮～31日㈰　午前９時～
午後７時（最終日は午後５時まで）　会場　
ふれあいギャラリー　内容　市民の日常生
活と戦争体験（すいとん試食）など　問合
先　焼津平和のための戦争展実行委員会　

高
たか

池
いけ

　K627-5208

平和のおはなし会
市の平和大使を経験し、図書館で読み聞か
せボランティアとして活動している高校生
によるおはなし会です。　対象　幼児～小
学生と保護者　日時　７月31日㈰　午前
10時30分～11時30分　内容　おはなし
会（絵本の読み聞かせ、平和大使の体験談
ほか）、歴史民俗資料館見学、ビデオ鑑賞
など　出演　杉

すぎ

本
もと

汐
しお

音
ね

さん　定員　20人
（申込順）　申込方法　７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

まなぶ
サンライフ焼津フィットネス教室
■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～　■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～　■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～　■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　※参加費がかかりま
す。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

アクアスやいづ健康教室
対象　女性　日時　７月10日㈰　午前10
時～午後０時30分　内容　女性の抱える
様々なトラブルを年代別に取り上げ、対処
法を専門家がパネルディスカッションする　
参加費　500円　定員　35人（申込順）　
申込方法　７月９日㈯までに電話で　会場・
問合先　アクアスやいづ　K621-0200
アフリカへようこそ
日時　７月10日㈰　午後１時30分～４時
30分　会場　焼津公民館　内容　アフリ
カ出身者による生活・文化・歴史の話や家
庭料理の試食、アフリカン太鼓演奏、アフ
リカンダンス体験など　参加費　大人（中
学生以上）500円、小学生以下無料　定員　
100人（先着順）　問合先　ワールドプラ
ザ　長

なが

房
ふさ

　K628-5095

青峯プール短期水泳教室
対象　幼児（平成22年４月２日～平成25
年４月１日生まれ）と小学１・２年生　日
時　７月16日㈯・17日㈰　午後１時～１
時45分　会場　青峯プール　参加費　
1,100円（２日分）　定員　25人（申込順）　
申込方法　７月９日㈯午前11時から窓口
で　問合先　ディスカバリーパーク焼津水
夢館　K625-0801

初心者硬式テニススクール
対象　市内在住・在勤・在学の初心者・初

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。
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18歳から
投票できる
ようになっ
たね

18歳より選挙権

政党や候補者の情報
収集ニャ
インターネットも使ってみ
たらどうかニャ？

新聞やテレビの政見
放送、選挙公報や各
党の公約から…

決めたわ
投票する人！

だれに投票
したらいい
のかしら

ボ
ク
も
わ
か
ん
な
い

NO.8

ゆるキャラⓇグランプリは
17歳以下の人にも投票権
やいちゃんに投票を！

▲ やいちゃん公式ツ
イッターQRコード

▲ やいちゃん公式ツ▲ やいちゃん公式ツ

　「やいちゃん」が、今年も「ゆる
キャラⓇグランプリ」に参戦しま
す。７月22日～10月24日の間、
毎日投票できます。
問合先　観光振興課　K626-2155

新柄入りました
このシャツは意匠・商標登録済です

広報やいづ ２016-07-01 14

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

級者　日程　８月７日～10月８日の土日・
祝日（休講日あり）　時間　①午後５時～
７時（小学５年～高校３年生）　②午後７時
～９時（一般）　会場　総合体育館　参加
費　①６千円　②９千円　申込方法　電話
で　問合先　焼津市テニス協会事務局（グ
リーンポートテニスクラブ内）　K623-
5511
焼津市ボランティア連絡協議会研修会
心と体の保ち方
いきいきとボランティア活動ができるよ
う、心身の健康の保ち方や女性特有の病気
の予防などについてお話しします。　日時　
８月20日㈯　午後１時30分～３時　会場　
総合福祉会館　講師　石

いし

井
い

由
ゆ

美
み

恵
え

医師（岡
本石井病院乳腺外来）　定員　80人（申込
順）　申込方法　８月10日㈬までに電話で　
問合先　社会福祉協議会　K621-2941

募集
警察官募集（警察官Ａ・警察官Ｂ）
「警察官Ａ」は大学を卒業もしくは卒業見
込みの人、「警察官Ｂ」はそれ以外の人です。
詳しくはホームページを見るか問い合わせ
てください。　採用時期　平成29年４月　
受付期間　７月15日㈮～８月１日㈪　一
次試験　９月18日㈰　応募・問合先　焼
津警察署警務課　K624-0110

平成28年度静岡県下水道排水設
備工事責任技術者試験
受験資格　20歳以上で学歴に応じた実務
経験を有する人　試験日程　10月19日㈬　
試験会場　静岡商工会議所（静岡市葵区）　
受験手数料　４千円　申込期間　７月19
日㈫～29日㈮　※受験願書は市下水道課
で配布しています。　問合先　静岡県下水
道協会　K251-2870
静岡県介護人材育成事業
雇用型実習生１期生募集
働きながら、資格取得・介護職場実習・就職
支援を受けられます。　対象　県内在住で
介護の資格を持っていない人　雇用期間　
９月１日から（最長４カ月、実習後は直接
雇用に切り替え）　研修場所　静岡市・島田
市など　時給　900円　採用人数　各12
人　■説明会を開催　説明会日時　７月
20日㈬午前10時～、28日㈭午後１時30
分～　説明会会場　㈱東海道シグマ（静岡
市葵区御幸町8-1 JADEビル６階）　申
込・問合先　㈱東海道シグマ介護事業部　
K255-4259

親と若者の就労支援セミナー
対象　就労に悩む若者と家族など　日時　７
月23日㈯　午後１時30分～４時50分　会場　
焼津公民館　内容　講演「働きたいけれども
働けない若者のためにできること」（津

つ

富
とみ

宏
ひろし

静岡県立大学教授）、ニートから就労に成功

した若者と支援者の体験談発表、個別相談会　
問合先　産業政策課　K626-1175
厚生労働省
「ものづくりマイスター」募集
建設業と製造業を対象に、優れた技能と経
験を持つ「ものづくりマイスター」を募集し
ます。ものづくりマイスターは、中小企業
や教育訓練機関の若年者に対して実技指導
を行い、効果的な技能の継承や後継者の育
成を行ったり、小中学校等での講義や「もの
づくり体験教室」などにより、ものづくりの
魅力を発信したりしています。年齢制限は
ありません。マイスター認定要件や申請方
法など、詳しくはホームページを見るか問
い合わせてください。　問合先　静岡県職
業能力開発協会　K344-0202　Shttp://
shivada.com/monodukuri/m_bosyu.
php
島田樟誠高等学校 オープンスクール
対象　中学生と保護者　日時　８月６日
㈯・７日㈰　午前９時～午後０時15分　
内容　講座や部活の体感、模擬店、校内展
示など　会場・問合先　島田樟誠高等学校
（島田市伊太）　K0547-37-3116

 放送大学10月生募集
テレビ・ラジオ・インターネットを利用
して授業を行う通信制の大学です。様々
な目的で幅広い世代の人が学んでいま
す。出願方法や資料請求など、詳しくは
問い合わせてください。　出願締切　９
月20日㈫（必着）　問合先　放送大学
静岡学習センター　K055-989-1253
ボランティア募集
外国人のための楽しい日本語
外国の人に日本語を教えるボランティアを
募集します。特別な資格は必要ありません。　
日時　金曜日の午後７時～９時　会場　港
公民館　内容　会話やゲームを通して日本
語を教える　問合先　焼津日本語教室　鈴

すず

木
き

　K090-4466-8094

そのほか
やいづおもちゃ図書館
みんなで楽しく遊びましょう。　対象　子
どもと保護者　日時　７月10日㈰　午前
10時～午後３時　会場　総合福祉会館　
問合先　社会福祉協議会　K621-2941
市民スポーツ祭
■ヨット　対象　小学生以上　日程　７月
17日㈰　会場　小川港　申込方法　７月
10日㈰までに電話で　申込・問合先　焼
津ヨット連盟　小

こ

嶋
じま

　K0547-32-0973　
■なぎなた　対象　小・中・高校生、一般　
日程　９月18日㈰　会場　焼津体育館　
申込方法　７月24日㈰～８月21日㈰に電
話で　申込・問合先　焼津市なぎなた連盟　
田
た

村
むら

　K627-7724　■ゴルフ　対象　

市民　日程　10月４日㈫　会場　藤枝ゴ
ルフクラブ　定員　300人（申込順）　申
込方法　８月１日㈪～９月５日㈪に電話で　
申込・問合先　焼津市ゴルフ連盟（リンク
ス内）　K626-6211　【共通】　※参加料
など、詳しくは問い合わせてください。

みんなでソーレ！～カヌーだよ！
全員集合～
対象　３歳以上（小学３年生以下は保護者
同伴）　日程　８月21日㈰、９月11日㈰、
10月２日㈰　時間　午前の部…午前８時
30分～正午、午後の部…午後０時30分～
４時　会場　焼津青少年の家・小川港　参
加費　300円　定員　各回50人（申込順）　
申込方法　７月３日㈰午前９時から電話で　
※詳しくは問い合わせてください。　申込
締切　各開催日２週間前の午後４時　申込・
問合先　静岡県立焼津青少年の家　K624-
4675

50歳から始める優しいヨガ
対象　50歳以上　日時　７月14日㈭・28
日㈭、８月４日㈭・18日㈭、９月以降は
第２・４木曜日　午後１時30分～２時30
分　会場　大井川公民館　参加費　１回
500円　定員　10人（申込順）　申込方法　
電話で　申込・問合先　食育＆ヨガサーク
ルP

プ ラ ナ

RANA　清
し

水
みず

　K090-2618-0605

静岡県住まい博2016
日時　７月16日㈯～18日㈷　午前10時
～午後４時　会場　ツインメッセ静岡　内
容　展示や無料相談など　問合先　静岡県
住宅振興協議会　K221-3084

スズメバチの巣を取り除きます
ミツバチ保護のため、スズメバチの巣を取
り除きます。自宅などでスズメバチの巣を
発見した場合はご連絡ください。市が費用
を負担し、契約業者が取り除きます。※駆
除はスズメバチが活動中の巣に限ります。　
問合先　農政課　K626-2157
台風後の電線に注意！
これからの季節、台風による強風などのた
め、電線が切れて垂れ下がることがありま
す。異常を発見したら絶対に近づかないで、
ご連絡ください。　連絡・問合先　中部電
力㈱藤枝営業所　K0120-985-230

バス車内事故防止キャンペーン
お降りの際は停留所に着いて扉が開いてから
席をお立ちください。また、お立ちになって
ご利用いただく場合は、吊革や握り棒にしっ
かりおつかまり下さい。車内事故防止とバス
の積極的な利用にご協力をお願いします。　
問合先　静岡県バス協会　K255-9281
富士山マイカー規制
期間中はマイカーでの通行ができません。
乗換駐車場（千円）を利用し、シャトルバ
スやタクシーに乗り換えてください。　規
制期間　富士宮口…７月９日㈯～９月11

日㈰、須走口…７月10日㈰～９月10日㈯　
問合先　県道路企画課　K221-3359
７月１日～７日は全国安全週間
今年のスローガンは「見えますか？あな
たのまわりの見えない危険 みんなで見
つける安全管理」です。危険箇所を見つ
け出し必要な対策を講じるとともに、働
く人の安全意識を高め、安心して働ける
職場作りを達成しましょう。　問合先　
静岡労働局健康安全課　K254-6314

野球道具寄贈のお願い
10月下旬、焼津水産高等学校の実習船「や
いづ」がミクロネシア連邦ポンペイ港に寄
港します。現地の高校生と野球の交流試合
を行う際に、交流先の高校に寄贈する野球
道具（軟式の新品かそれに近い中古品）を、
寄贈してください。　問合先　焼津水産高
等学校　籾

もみ

山
やま

　K628-6148

献血にご協力を！
日時・会場　◇７月10日㈰・17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】　５月受付分　■社会福祉活動資
金寄附金　ラック＆ウィンディ、ほほえみ
フェスタチャリティーフリーマーケット出
店者、士、見崎平八、服部正宏、黒澤賢次、
匿名５件　■平成28年熊本地震災害義援
金　株式会社イイヅカ、小川中学校、石神
照雄・房枝、小花均、横山、成澤富江、岸
本、焼津市職員互助会、日東産業株式会社、
磯部聖、岩崎兆秀、中野重弘、交流会四季
悠々会長新美邦子、第26回チャリティサ
ッカー大会、銭太鼓厳智会、水野 逸・水
野正明、平石照夫、エムズキュア、三五真
介、望月誠三、河合清、ミノル電気村越実、
久保山千嘉子、野沢雄司、村越てる江、石
井昌伸、望月、焼津市茶道連盟会長藁科み
ち代、ふれあいサロン八楠ボランティア、
焼津第６自治会４町内会４組　■文化事業
基金寄附金　募金箱…3,505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７月１日㈮の午前８時30分
から先着順です。　■ゆずります　手回し
ろくろ、将棋盤、ペット用サークル、シン
グルベッド、座卓、プリンターインク（タイ
プ６色）　■ゆずってください　チャイルド
シート（小児用）、ベビーチェア、ベビーキ
ャリア（アウトドア用）、ベビーカー、チャ
イルドシート付自転車、一輪車、押入たん
す　問合先　くらし安全課　K626-1131

お知らせ
■ 焼津商工会議所による創業・起業個別相談会　　日時　８月６日㈯午後１時30分～４時30分　会場　焼津図書館２階視聴覚室　参加無料　定員　３人（申込順）　申
込方法　８日前までに電話で　申込・問合先　焼津商工会議所　K628-6251


