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焼津図書館
■幼児から楽しめるおはなし会　日時　８
月６日～９月３日の毎週土曜日　午後２時
～　会場　焼津図書館　■むかしばなしの
へや　日時　８月６日㈯、９月３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　８月
13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　
８月10日㈬・24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（夏のスペシャル版）　日
時　８月６日㈯　午前10時30分～　内容　
人形劇、ハンドベル、パネルシアターなど　
■おはなしのへや（乳幼児向け）　日時　８
月９日㈫・23日㈫　午前10時30分～　内容　
絵本や紙芝居、手遊びなど　■おはなしのへ
や（幼児・児童向け）　日時　８月13日～９
月３日の毎週土曜日　午前10時30分～　内
容　絵本や紙芝居、手遊びなど　【共通】　会
場・問合先　大井川図書館　K622-9000
焼津シネマズ
対象　中学生以上　日時　８月28日㈰　
午後１時30分～　内容　映画「夏の庭
T
ザ

he F
フ レ ン ズ

riends」の上映（113分）　定員　
20人（申込順）　申込方法　８月４日㈭午
前９時から電話または窓口で　会場・申込・
問合先　焼津図書館　K628-2334
やいづ読書の会
対象　どなたでも　日時　８月20日㈯　
午後１時～３時　会場　焼津図書館　内容　
トルストイ著「クロイツェル・ソナタ」を読
んだ感想を語り合う　問合先　松

まつ

永
なが

　
K090-7434-5348

ウェルシップ映画会
日時　８月23日㈫　①午前10時～　②午
後１時30分～　上映作品　「ペンギンズ
f
フ ロ ム

romマダガスカル ザ・ムービー」　定員　
各回320人（先着順、各回30分前に開場）　
※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

シアタープロジェクト静岡公演
■小泉八雲による男と女のはなし～「破ら
れた約束」「赤い婚礼」「草ひばり」～　２
回公演です。　日時　８月21日㈰　①午
前11時～、②午後３時～　出演　演劇団
体シアタープロジェクト静岡　定員　40
人（申込順）　申込方法　８月５日㈮午前

９時から電話または窓口で　会場・問合先　
焼津小泉八雲記念館　K620-0022
大井川ジュニア合唱団 第22回定期演奏会
日時　９月３日㈯　午後２時開演（午後１時
30分開場）　会場　大井川文化会館　内容　
ミュージカル「スーパーモンキー悟

ご

空
くう

！」　
※整理券は、大井川公民館や大井川図書館、
大井川文化会館などで配布しています。　
問合先　大井川公民館　K622-3111
ディスカバリーパーク焼津天文科学館
プラネタリウム演劇「メ☆テ☆オ」
プラネタリウムと演劇の融合「雑貨団シア
トリカル・プラネタリウムm

ミ ッ シ ョ ン

ission.34『メ
☆テ☆オ』」を開催します。　対象　小学
生以上　日時　９月22日㈷　午後６時～
７時30分　入場料　16歳以上…1000円、
小学生～15歳…600円　定員　165人（先
着順、前売券は８月６日㈯午前10時から
販売）　会場・問合先　ディスカバリーパ
ーク焼津天文科学館　K625-0800

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
八雲であそぶ ファーストサイン教室
八雲作品を教材に、手と顔と声でお子様との
会話を楽しむ講座です。　対象　１歳前後の
乳児と親　日時　９月７日㈬　午前10時30
分～11時30分　講師　杉

すぎ

山
やま

友
ゆ

加
か

里
り

さん　定
員　親子５組（申込順）　申込方法　８月５日
㈮午前９時から電話または窓口で　会場・問
合先　焼津小泉八雲記念館　K620-0022
焼津図書館講座「心を掴

つか

んで離さ
ないコミュニケーションの秘訣」
介護の現場から見たコミュニケーションを
例に、コミュニケーションの秘訣を分かり
やすく解説します。　対象　高校生以上　
日時　９月10日㈯・24日㈯　午前10時30
分～正午（全２回）　会場　焼津小泉八雲記
念館多目的室　講師　小

お

野
の

田
だ

貴
たか

夫
お

さん（常
葉大学短期大学部日本語日本文学科准教

授）　定員　30人（申込順）　申込方法　８
月24日㈬午前９時から電話または窓口で　
申込・問合先　焼津図書館　K628-2334
健康講座
ツボと健康 簡単セルフケア
日時　８月28日㈰　午後１時～４時　会
場　総合福祉会館　定員　30人（申込順）　
申込方法　電話で　申込・問合先　焼津鍼

しん

灸
きゅう

マッサージ師会　K622-8088

国連外国語講座
英会話とハングル語講座の受講生を募集し
ます。　日程　９月～12月（全10回）　会
場　県教育会館（英会話）、県観光・国際交
流センター（ハングル語）　受講料　１万
６千円（テキスト代別途）　申込期限　８
月19日㈮　※日時や内容など、詳しくは
問い合わせてください。　問合先　県国際
交流協会　K202-3411

初級パソコン点訳講習会
対象　点字に興味がある人　日時　９月３
日㈯・10日㈯・24日㈯、10月１日㈯・８日
㈯（全５回）　午後７時～８時30分　会場　
焼津公民館　定員　10人（申込順）　申込
方法　８月29日㈪までに電話で　※ノー
トパソコン貸出可。　申込・問合先　地域
福祉課　K626-1127

バウンドテニス初級者教室
対象　焼津・藤枝に在住・在勤・在学の小
学３年生以上（中学生以下は保護者送迎）　
日時　８月９日～11月22日の火・水曜日
（詳しい日程は問い合わせてください）　午
後７時～９時　会場　総合体育館　参加費　
一般（高校生以上）300円、中学生以下
100円　申込方法　電話で　申込・問合先　
八
や

木
ぎ

　K627-3984

ソフトテニスナイタースクール
対象　市内在住・在勤・在学の小学校高学年
以上（中学生以下は保護者送迎）　日時　
８月20日～11月19日（土曜日、全14回）　
午後６時～７時30分　会場　漁船員テニ
スコート　参加費　６千円　定員　50人
（先着順）　問合先　焼津市ソフトテニス協
会　天

あま

野
の

　K620-3619

合気道無料体験講習会
日時　毎週水曜日　午後７時～８時30分　
会場　大井川体育館２階柔道場　申込方法　
電話で　申込・問合先　心身統一合氣道会
大井川教室　丸

まる

山
やま

　K622-1190

募集
しずおかチャイルドライン
受け手ボランティア養成講座
18歳までの子どもの気持ちに寄り添って話
を聞く子ども専用の電話「チャイルドライ
ン」の受け手ボランティアを養成する講座
です。　対象　20歳以上　日程　９月～平
成29年３月（全７回）　会場　豊田公民館　

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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ついきのうまで
ぜんぜん
元気だったのに
急にどうして？

健康寿命を
のばすために
さらに長生きを

自覚症状が

なくても

特定健診ニャ

早め
早め！

定期的な
健康チェックが
重要だね

・健（検）診受診率の向上

・生活習慣病の重症化予防

・予防接種の推進

焼津市を健康なまちに

するために

たおれて救急車で

はこばれたんだって？

脳かな？心臓かな？

健診受けて
健康づくりで
ますます元気 !!

NO.9

ゆるキャラⓇグランプリ参戦中
やいちゃんに投票を！

▲ オフィシャルサ
イトQRコード

▲ オフィシャルサ

　「やいちゃん」が、今年も「ゆる
キャラⓇグランプリ」に参戦して
います。
　10月24日㈪までオフィシャル
サイトで毎日投票できます。
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

お知らせ
■ 「第45回新春音楽会」出演者募集！　平成29年１月４日㈬に藤枝市民会館で開催する第45回新春音楽会の出演者を募集します。　対象　大学・大学院などで音楽を
専攻する学生（教育系含む）　※申込方法や参加費など、詳しくは問い合わせてください。　問合先　藤枝音楽協会　實

じつ

石
いし

　K080-3665-8579
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参加費　７千円（学生は３千円）　定員　
20人（申込順）　申込締切　８月26日㈮（必
着）　※申込方法など詳しくは問い合わせ
てください。　問合先　NPO法人静岡家
庭教育サポート協会　K631-6762

体操教室助手募集
市主催の体操教室で講師のお手伝いをして
いただきます。詳しくはホームページをご
覧ください。　対象　20～49歳（平成28
年４月１日現在）の女性　申込方法　電話
で　申込期限　８月31日㈬　申込・問合
先　焼津市体育協会　K626-7930
日本版デュアルシステム訓練学生募集
電気技術者に必要な技能、技術を学びます。　
期間　10月～平成30年９月　授業料　39
万円（諸経費別途）　試験日　９月16日㈮　
申込締切　９月７日㈬　※詳しくは問い合
わせてください。　問合先　浜松職業能力
開発短期大学校　K053-441-4444
就職面接会
第１回大学生等就職フェア
対象　平成29年３月卒業見込みの大学（院）・
短大・高専、専修学校等の学生と既卒者（卒
業３年以内）　日時　８月18日㈭　正午～
午後４時（受け付けは午前11時15分～）　
会場　グランシップ（静岡市駿河区）　内
容　面接におけるイメージアップのための
マナー講座、企業Ｐ

ピーアール

Ｒタイム、就職面接会　
問合先　県雇用促進課　K221-2573

そのほか
スター・ウィーク☆夏の星空まつり
日程　８月５日㈮（雨天・曇天中止、当日午
後６時に決定）　内容・時間　①土星特別観
望会（午後７時30分～９時30分）、②プラ
ネタリウム夜間投影（午後７時30分～８時
15分）、③展示・体験室夜間特別開室（午後
７時～８時30分）　観覧料　①無料、②16
歳以上600円・４～15歳200円、③16
歳以上300円・４～15歳100円　定員　
①200人（要整理券、当日午後７時から配
布）、②165人（要観覧券、当日午後７時か
ら販売）　会場・問合先　ディスカバリーパ
ーク焼津天文科学館　K625-0800

夏休みの理科自由研究相談会
夏休みの理科自由研究の取り組み方からま
とめ方まで、わかりやすくアドバイスしま
す。　対象　理科の自由研究に興味がある
小・中学生　日時　８月６日㈯　午後１時
～４時　会場・問合先　ディスカバリーパ
ーク焼津天文科学館　K625-0800
ディスカバリーパーク焼津天文科学館
お盆イベント
お盆特別投影や科学工作コーナーなどのイ
ベントを開催します。　■プラネタリウム
お盆特別番組「妖怪ウォッチ」　日時　８
月11日㈷～15日㈪　午前10時・正午・

午後２時　定員　165人（先着順）　※各
日午前９時からすべての回のチケット販
売。　■科学工作コーナー「くるくる磁石
人形」　日時　８月11日㈷・12日㈮・14
日㈰・15日㈪　午後１時～４時　【共通】　
※観覧料など、詳しくは問い合わせてくだ
さい。　会場・問合先　ディスカバリーパ
ーク焼津天文科学館　K625-0800
サイエンスワークショップ
入浴剤ロケットを飛ばそう
入浴剤の力で大空に打ち上がるフィルムケ
ースロケットの発射体験をしよう。　日時　
８月13日㈯　午後１時～４時（時間内にお
越しください）　会場・問合先　ディスカバ
リーパーク焼津天文科学館　K625-0800

市民スポーツ祭
■テニス　対象　どなたでも　日程　９月
11日㈰　会場　漁船員テニスコート　申込
方法　８月28日㈰までに電話で　申込・問
合先　市民スポーツ祭テニス競技事務局（グ
リーンポートテニスクラブ内）　K623-
5511　■太極拳　対象　どなたでも　日程　
９月25日㈰　会場　総合体育館　申込方法　
８月15日㈪までに電話で　申込・問合先　
増
ます

田
だ

　K628-9838　■グラウンドゴルフ　
対象　市民　日程　10月６日㈭　会場　石
津海岸公園　申込方法　８月31日㈬までに
電話で　申込・問合先　小

こ

池
いけ

　K627-2220　
■少林寺拳法　対象　小学生以上　日程　
10月12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　鈴

すず

木
き

　K628-3339　【共通】　※参加
料など、詳しくは問い合わせてください。

第31回あおい納涼祭
日時　８月６日㈯　午後５時30分～８時30
分　内容　焼きそば・かき氷などの模擬店、
花火、太鼓、盆踊り　会場・問合先　特別
養護老人ホームあおい荘　K623-9002

ほほえみ夏祭り
日時　８月27日㈯　午後５時～８時　内
容　ほほえみステージやちびっこコーナ
ー、模擬店、抽選会など　会場・問合先　
大井川福祉センター　K662-0610

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　８月14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
家庭教育学級 親と子のつどい
■「パンダぁっぷっぷ」の音楽人形劇　日時　
８月17日㈬　午前10時30分～11時30分　
会場　総合福祉会館　定員　70組（申込順）　
■段ボールクラフトでロボット作り　日時　
９月17日㈯　午前10時～正午　会場　焼津
公民館　定員　25組（申込順）　※託児有り
（200円）。　【共通】　対象　小学生以下の子
どもと親　申込方法　８月５日㈮から電話で　

申込・問合先　社会教育課　K662-0511
航空自衛隊静浜基地 ちびっ子ヤング大会
対象　小学生以下（保護者同伴）　日時　９
月24日㈯　午前９時～正午　会場　航空自
衛隊静浜基地　内容　Ｔ

ティーセブン

ー７飛行展示、航空
機・官用車の地上展示、Ｔー７j

ジュニア

r 演技展示な
ど（天候などにより変更あり）　定員　300
人程度（申込多数の場合は抽選）　申込方法　
往復はがきに「ちびっ子ヤング大会参加希
望」と明記し、参加者全員の住所・氏名・年齢・
電話番号・職業・交通手段（車の場合は乗り
入れ台数と車両番号）を記載し郵送　申込期
限　８月25日㈭（必着）　申込・問合先　〶
421-0201　上小杉1602　航空自衛隊静
浜基地渉外室　K622-1234（内線406）

親子お化け屋敷
サバイバルゲームフィールドを開放したお
化け屋敷です。　対象　親子　日時　８月
12日㈮　午後５時～９時　会場　スペシャ
ルフォース（利右衛門）　参加費　１回100
円　問合先　大井川商工会　K622-0393
駿河丸公開
乗組員が船内を案内します。　日時　８月
19日㈮　午前10時～午後３時　場所　焼
津漁港小川地区　問合先　静岡県水産技術
研究所総務課　K627-1815

第18回大井川「川まつり」
日時　８月19日㈮　午前10時～午後４時　
会場　プラザおおるり（島田市）　内容　大
井川の歴史文化や生き物などの紹介　問合先　
県島田土木事務所企画検査課　K0547-
37-5272

焼津おんぱれ2016成果報告会
日時　８月19日㈮　午後７時～９時　会
場　焼津公民館会議室５・６　内容　成果
報告会と交流会　問合先　焼津市市民活動
交流センター　K631-9301

悩みを抱える子ども・若者のため
の合同相談会
不登校やニート、ひきこもりなどの個別相
談に対応します。　日時　８月20日㈯　
午後０時30分～３時30分　会場　静岡市
教育センター（静岡市葵区）　問合先　県
社会教育課　K221-3163

中小企業退職金共済制度
中退共制度は中小企業のための外部積立型
の国の退職金制度です。パートタイマーさ
んや家族従業員も加入できます。　問合先　
独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企
業退職金共済事業本部　K03-6907-1234

ふじのくに食べきりやったね！キ
ャンペーン
協力店舗で「食べきり（完食）」を実践すると、
割り引きを受けたり、抽選でプレゼントが
当たったりするキャンペーンです。期間　
８月31日㈬まで　協力店舗　志太地域を
中心とした居酒屋など　※詳しくはホーム

ページ（https://machipo.jp/tabekiri）
をご覧ください。　問合先　県廃棄物リサ
イクル課　K221-3349

あいのうた
■出会いから子育てまでの短歌コンテスト　
短歌作品を募集します。　募集期間　８月
１日㈪～９月30日㈮（消印有効）　※講演
会や短歌教室も開催します。申込方法など、
詳しくはホームページ（http://www.aino
uta-shizuoka.jp）を見るか、問い合わ
せてください。　問合先　あいのうた事務
局　K284-6754

８月は電気使用安全月間
電気設備の安全点検をして、電気は正しく
安全に使いましょう。　問合先　中部電気
保安協会藤枝営業所　K641-6178

８月は道路ふれあい月間
８月10日は「道の日」です。皆さんの生活に、
最も身近な存在である道路を安全で快適な
空間にできるよう、あらためて考えてみま
しょう。　問合先　h国道・県道…県島田
土木事務所維持管理課　K0547-37-5274　
h市道…市土木管理課　K626-2171

献血にご協力を！
日時・会場　◇８月10日㈬　午後１時45
分～４時／焼津市役所　◇８月21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】　６月受付分　■社会福祉活動資金
寄附金　ダクタリ動物病院、石田政治、士、
和田公民館来館者一同、見崎平八、黒澤賢次、
匿名５名　■平成28年熊本地震災害義援金　
豊田第10自治会、ボーイスカウト焼津第１
団、㈱焼津水産振興センター、㈿焼津さかな
センター、港第23自治会10町内会女性部支
部長杉村、焼津市自治会連合会、筒井定夫、
小板橋剛、塚本寿夫、山口屋クリーニング　
■文化事業基金寄附金　募金箱…1,321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８月１日㈪の午前８時30分から
先着順です。　■ゆずります　祭用法被（５
歳児着用）、白装束（２～３歳用）、焼津高校
制服（夏・冬、Mサイ

ズ ）、写真額（Ａ３・Ａ３―
伸・半切）、東益津中学校女子制服（冬用、
165㌢）、チャイルドシート（小児用）　■ゆ
ずってください　とび箱、婦人用自転車、大
富中学校男子制服（160㌢）、大富中学校通
学用鞄、子供用自転車、焼津中央幼稚園制服・
体操服（LLサイズ ）、文庫本、バスケットゴール　
問合先　くらし安全課　K626-1131

お知らせ
■ 出張がんよろず相談　日時　８月23日㈫　午後１時～４時　会場　牧之原市総合健康福祉センター（牧之原市）　内容　専門スタッフによる対面相談　定員　５組（申
込順）　申込方法　８月12日㈮までに電話で　申込・問合先　静岡県立静岡がんセンターよろず相談　K055-989-5392（予約専用ダイヤル）


