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焼津シネマズ
対象　中学生以上　日時　12月25日㈰　
午後１時30分～（上映時間113分）　上映
作品　ジェイン・エア（1996年）　定員　
20人（申込順）　申込方法　12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
静岡福祉大学附属図書館＆焼津小泉八雲記念館
子どもたちに伝えたい小泉八雲展
焼津ゆかりの作家小泉八雲をバリアフリー
絵本や紙芝居などで紹介します。　日程　
12月23日㈷まで（土日を除く）　時間　午
前９時～午後５時15分　会場・問合先　静
岡福祉大学附属図書館　K623-7452

やいづ読書の会
日時　12月17日㈯　午後１時～３時　会
場　焼津図書館　内容　宮

みや

下
した

奈
な

都
つ

著「羊と
鋼の森」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
焼津図書館文学講座 「夫婦愛の物語」
対象　高校生以上　日時　１月12日㈭・
19日㈭・26日㈭　午前９時30分～11時
30分　講師　水

みず

島
しま

雅
まさ

久
ひさ

さん　定員　30人
（申込順）　申込方法　12月９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
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（中学生以下は保護者送迎）　
期間　12月13日㈫～平成29年３月28日
㈫（全14回、詳しくは問い合わせてくださ
い）　時間　午後７時～９時　会場　総合
体育館　参加費　１回300円（中学生以下
は１回100円）　申込方法　電話で　申込・
問合先　八

や

木
ぎ

　K627-3984

初心者硬式テニススクール
対象　市内在住・在勤・在学の硬式テニス
初心者・初級者（小学生以上）　期間　１月
９日㈷以降の土日・祝休日（全10回、詳し
くは問い合わせてください）　時間　午後
７時～９時（高校生以下は午後５時～７時）　
参加費　９千円（高校生以下は６千円）　申
込方法　電話で　申込・問合先　焼津市テ
ニス協会事務局　K623-5511

志太ミュージカルスクール
ミュージカルの基礎を学びます。経験がな
い人も大歓迎です。　対象　平成29年４月
現在で小学３年生以上の男女（未成年は保護
者の同意が必要）　日程　１月22日㈰～２月

26日㈰の日曜日、３月４日㈯～４月30日㈰
の土・日曜日（全24回）　時間　土曜日…午
後７時～９時、日曜日…午前９時～正午　会
場　焼津・藤枝市内の公民館など　受講料　
月３千円　申込方法　焼津・藤枝市内の公
民館などにある応募用紙に記入し郵送また
はファクスで申し込むか、志太ミュージカ
ルの会ホームページ（Shttp://www.shida-
musical.com/）の応募フォームから申し込
む　応募締切　１月10日㈫（消印有効）　申
込・問合先　〶426-0034　藤枝市駅前
2-7-26　㈱まちづくり藤枝　ミュージカル
スクール係　K645-1555　N668-9191

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～　やらナイトフィットネ
スエクササイズ　午後６時50分～　ヨガ＆
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
サンライフ焼津パソコン教室
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。　時間　
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　参加費　
１回2,200円（テキスト代別途）　定員　
10人（申込順）　申込方法　電話で　申込・
問合先　サンライフ焼津　K627-3377

募集
県立静岡中央高等学校通信制課程
対象　中学校卒業見込み・中卒・高校転入学
希望・高校中退の人　受付期間　３月16日
㈭～29日㈬の指定の日（問い合わせてくだ
さい）　※１月29日㈰と２月22日㈬の午後
２時から、入学説明会を行います。　入学
説明会会場・問合先　静岡中央高校中央キャ
ンパス（静岡市葵区城北２）　K209-2431

静岡視覚特別支援学校の教育相談
静岡視覚特別支援学校には、社会復帰のた
め、あん摩マッサージ指圧師の国家試験の
受験資格を取得するコースがあり、入学相
談や視覚障害に関する相談などを受け付け
ています。　対象　両眼の視力がおおむね

0.3未満の人、視力以外の視機能障害が高
度な人、近い将来視力が著しく減退する恐
れのある人　問合先　県立静岡視覚特別支
援学校（静岡市駿河区）　K283-7300

放送大学４月入学学生募集
Ｂ
ビー

Ｓ
エス

放送やインターネットなどで授業を行
い、様々な目的で幅広い世代の人が学んで
います。費用や定員など、詳しくは問い合
わせてください。　出願期間　12月１日㈭
～３月20日㈪　問合先　放送大学静岡学習
センター　K055-989-1253　Shttp://
www.ouj.ac.jp

ふまねっとサポーター養成講習会
歩行と認知機能を改善する「ふまねっと」運
動の指導方法を学びます。どなたでも受講
できます。　日時　２月８日㈬　午前10時
～午後４時30分　会場　藤枝市民会館　受
講・登録料　５千円　定員　40人（申込順）　
申込・問合先　しずおか健康長寿財団　健
康増進生きがい推進課　K253-4221

いのちの電話相談員養成講座
対象　23歳～65歳（性別や経験は不問）　
期間　基礎研修…平成29年４月～平成30
年３月、インターン研修…平成30年４月
～９月　会場　静岡市内　参加費　５万円　
募集期間　12月１日㈭～２月７日㈫　資
料請求・問合先　社会福祉法人静岡いのち
の電話　K272-4344

保育・子育てニーズ対応チャレン
ジ事業（保育資格等取得応援事業）
「子育て経験」を活かした再就職・再チャレ
ンジ支援の試みのひとつとして、保育士資
格等の取得を目指す人を対象に、保育や子
育て現場に従事するために役立つ講座を開
催します。　日程　１月18日㈬・27日㈮　
会場　島田市役所　定員　60人（応募多数
の場合は、子どものいる保護者を優先の上、
選考）　※託児があります。詳しくは問い
合わせてください。　申込方法　受講申込
書を郵送または窓口で提出　※申込書は窓
口に設置するほか、ホームページからも確
認できます。　申込締切　12月16日㈮（消
印有効）　申込・問合先　〶425-8502 
本町5-6-1（アトレ庁舎１階）　こども育
成課　K626-2772

平成28年度狩猟免許試験
日時　２月19日㈰　午前９時～　会場　
藤枝総合庁舎（藤枝市瀬戸新屋）　免許の種
類　３種（わな猟・第１種銃猟・第２種銃猟）　
申込期間　12月19日㈪～１月20日㈮　
※受験資格や受験料など、詳しくは問い合
わせてください。　問合先　志太榛原農林
事務所　K644-9243

そのほか
焼津図書館 子ども向けの催事
■幼児から楽しめるおはなし会　日時　12

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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ゆるキャラⓇグランプリ2016

やいちゃん快挙
総合部門25位
ご当地部門19位

　11月５日㈯・６日㈰、愛媛県
松山市で「ゆるキャラⓇグランプ
リ 2016in愛

え

顔
がお

のえひめ」が開催
され、「やいちゃん」は、総合部門
1421組中25位（ご当地部門19位）
という結果で、上位入賞キャラと
して会場で名前を呼ばれました。
　やいちゃんへの応援、ありがと
うございました。
問合先　観光振興課　K626-2155

T
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OUKAI-0
ゼロ

木造住宅
耐震化推進

NO.12

熊本地震での調査
昭和 56年以前に建築された
木造住宅の約2/3が建物被害！

被
害
の
多
く
は

古
い
木
造
住
宅
ニ
ャ
！

木造住宅

耐震化推進！

平成14年度より

耐震補強工事

補助金開始

期間限定

増額！

さらなる耐震化へ
H29.1 月より来年度まで

なかなか
思うようには…

高齢者
世帯

一般世帯

耐震化率

耐震化率

　木造住宅
耐震補強工事補助金
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月３日㈯・10日㈯・17日㈯　午後２時～　
会場　焼津図書館　■むかしばなしのへや　
日時　12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　12月10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　12月14日㈬・21日㈬　
午前10時30分～　会場　焼津小泉八雲記
念館　■クリスマスおはなし会（乳幼児か
ら）　日時　12月24日㈯　午後１時30分
～　会場　焼津小泉八雲記念館　内容　ク
リスマスのお話、手遊びなど　【共通】　問
合先　焼津図書館　K628-2334
大井川図書館 子ども向けの催事
■おはなしのへや｢クリスマス会｣　日時　
12月４日㈰　午後２時～　内容　劇やハ
ンドベルの演奏など　会場　大井川公民館
大会議室　■おはなしのへや（乳幼児向け）　
日時　12月13日㈫・27日㈫　午前10時
30分～　内容　絵本や紙芝居、手遊びな
ど　会場　大井川図書館　■おはなしのへ
や（幼児・児童向け）　日時　12月10日～
24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　会場　
大井川図書館　【共通】　問合先　大井川図
書館　K622-9000

クリスマスツリーを作ろう！
対象　３歳～小学３年生（未就学児は保護
者同伴）　日時　12月11日㈰　午前10時
～11時30分　持ち物　はさみ、のりなど　
定員　15組（申込順）　申込方法　12月１
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　12月11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
伝統文化子ども教室
ミニ門松をつくろう
対象　小学３年生～中学生（小学生は保護
者同伴）　日時　12月23日㈷　午前９時
30分～正午、午後１時30分～４時（全２回）　
会場　焼津文化会館３階会議室　参加費　
450円（材料費）　定員　各回20人（申込順）　
申込方法　12月４日㈰午前９時から電話
で　※持ち物など、詳しくは問い合わせて
ください。　申込・問合先　歴史民俗資料
館　K629-6847
ディスカバリーパーク焼津天文科学館
12月の催事と臨時休館
■冬の特別展「あつまれ！科学あそび広場」　
日時　12月17日㈯～平成29年４月９日
㈰　観覧料　大人（16歳以上）300円、子
ども（４～15歳）100円　■サイエンスフ
ェスティバル2016冬　日時　12月23日
㈷　正午～午後４時　※参加無料ですが、

展示・体験室内のブースを利用する場合は、
大人（16歳以上）300円、子ども（４～
15歳）100円が必要です。　■キッズタ
イムクリスマス特別番組「迷子のサンタさ
んを救え２」　日時　12月23日㈷・24日㈯・
25日㈰　午前11時～11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）　■クリス
マス特別番組「クリスマスの夕べ」　日時　
12月23日㈷・24日㈯・25日㈰　午後５
時30分～６時15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）　■臨時休館　展示
入れ替えやプラネタリウム新番組準備のた
め、臨時休館します。　期間　12月６日
㈫～９日㈮、13日㈫～16日㈮　※12月
10日㈯・11日㈰は展示・体験室のみ休室、
プラネタリウム・天文台は通常通り。　【共
通】　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
お正月特別イベント
１月３日㈫・４日㈬は午前10時から午後
５時まで開館し、「お正月特別イベント」を
開催します。　■プラネタリウム特別投影　
開始時間　h妖怪ウォッチ（45分間）…午
前11時・午後１時・３時　h宇宙旅行へ
G
ゴ ー

O！（45分間）…正午・午後２時・４時　
観覧料　大人（16歳以上）600円、子ども（４
～15歳）200円　定員　各回165人（先着
順、全ての回のチケット販売は午前10時
～）　■天文台見学会　時間　午後０時10
分・１時10分・２時10分・３時10分開
始（全４回、各回約20分）　定員　各回30
人（先着順）　■展示・体験室　時間　午前
10時～午後４時30分　※午後１時20分
と３時20分から「楽しい科学の実験ショー」
を行います。　観覧料　大人（16歳以上）
300円、子ども（４～15歳）100円　■サ
イエンスワークショップ「凧をつくろう」
（３日㈫のみ）　お正月定番の凧揚げ！自分
で作って空に飛ばそう！　時間　午後１時
～４時　【共通】　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

剪
せん

定
てい

教室
日時　１月21日㈯（雨天時は28日㈯に延
期）　午前９時～11時30分　会場　石津
中央公園（港公民館向かい）　定員　30人
（申込順）　申込方法　１月20日㈮までに
電話で　申込・問合先　焼津環境緑化事業
協同組合　K902-1437

親子のつどい
■かがくのいっぽ～親子で楽しい！冬の科
学あそび～　対象　未就学児とその保護者　
日時　１月29日㈰午前10時から11時30
分　会場　総合福祉会館多目的ホール　定
員　30組（申込順）　申込方法　親子の氏

名・電話番号を明記して、12月５日㈪以
降にメールで　※持ち物など、詳しくはメ
ール返信時にお知らせします。　申込・問
合先　焼津市家庭教育ネットワーカー　
K090-2687-3855　Qta-net1205@
docomo.ne.jp

ほのぼの写真展（作品募集）
■作品募集　募集期間　12月１日㈭～１
月10日㈫　写真テーマ　私のベストショ
ット　 部門　一般部門…ベストショット
なら何でも可、ファミリー部門…ほのぼの
するような家族の写真（ペット可）　※応
募方法など、詳しくは問い合わせてくださ
い。　■作品展示　展示期間　１月17日
㈫～31日㈫　【共通】　会場・問合先　総
合福祉会館　K627-2111
真冬のあったかボランティア
あなたの手でボランティア
ボランティアに興味をもっている人に、実
際にボランティアに参加していただく企画
です。絵本に翻訳シールを貼って、アジア
の子ども達に贈る「絵本を届ける運動」に参
加します。　日時　１月21日㈯　午後１時
30分～４時　会場　県総合社会福祉会館　
※申込方法や申込書など、詳しくは問い合
わせるかホームページをご覧ください。　
問合先　静岡県ボランティア協会　K255-
7357　Shttp://www.chabashira.
co.jp/̃evolnt/

日本語ボランティアセミナー2017
日時　１月９日㈷　午前10時～午後４時　
会場　男女共同参画センター　内容　①基
調講演（午前10時～11時45分）、②分科
会（午後１時30分～４時）　定員　①…
250人、②…150人（いずれも申込順）　
申込・問合先　（公財）静岡県国際交流協会　
K202-3411

うみえ～る朝市
日時　12月17日㈯　午前９時～午後１時　
内容　地元特産品の販売など　会場・問合
先　うみえ～る焼津　K626-1551
初日の出群舞
日時　１月１日㈷　午前６時30分～７時30
分（午前６時10分集合、雨天中止）　会場　
和田浜海岸（ディスカバリーパーク焼津前）　
演舞曲　みなと群舞、よさこいなど　申込
方法　当日会場で　※チームでも個人でも
参加可能。　問合先　森

もり

　K090-6077-
1508　Qtoto_otyosimon@msn.com

創業・起業個別相談会
日時　１月14日㈯　午後１時30分～、１
月21日㈯　午前９時～　会場　焼津図書
館　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

個別労働紛争のあっせん
職場において、働く個人（労働者）と事業

主（使用者）との間で、賃金、解雇、配置転
換など労働条件に関係してトラブルが発生
し、当事者間で解決を図ることが困難な場
合は、静岡県労働委員会において、労働問
題の専門家である委員がトラブルを解決す
るお手伝いをいたします。費用は無料、秘
密は厳守します。　相談・問合先　中部県
民生活センター　K286-3208
医療従事者の皆さんへ
業務従事者届の提出をお忘れなく
12月中旬頃、県から各職場を通じて「届出票」
を配布します。配布されない場合は、最寄
りの保健所までご連絡ください。　問合先　
h県健康福祉部管理局（医師・歯科医師・薬
剤師）　K221-2404　h県健康福祉部医療
健康局（保健師・助産師・看護師・准看護師・
歯科衛生士・歯科技工士）　K221-2407

献血にご協力を！
日時・会場　◇12月４日㈰・23日㈷　午
前９時30分～午後０時15分、午後１時30
分～午後４時／イオン焼津店　◇12月８
日㈭　午後２時15分～４時／焼津市役所　
◇12月18日㈰　午前10時～午後０時15分、
午後１時30分～４時／ピアゴ大覚寺店　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】　10月受付分　■社会福祉活動
資金寄附金　静岡銀行焼津黒潮会、片瀬建
設株式会社、焼津市ゴルフ連盟、第２寿ク
ラブ、焼津市吟剣詩舞道連盟、スーパー田
子重小川店、ほほえみフェスタチャリティ
フリーマーケット出店者、杉山悦雄、士、
秋田恒延、甲賀こと、松村吉之助、見崎平
八、清水武司、中村商店、服部正宏、黒澤
賢次、ももちゃん農園、長谷川ゑみ、匿名
６件　■平成28年熊本地震災害義援金　
匿名２件　■文化事業基金寄附金　募金箱
…2,217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12月１日㈭の午前８時30
分から先着順です。　■ゆずります　剣道
着・防具・袋（中学生用）、カーペット（６
畳用）、ベビーカー、室内用すべり台、ソ
ファ（３人掛・１人掛）、ブラウン管タイ
プテレビ台（黒・灰）、剣道防具一式（中学
生用）、ままごとセット、機関車のおもち
ゃ（レール付き）　■ゆずってください　
三味線、焼津中央幼稚園夏冬制服・体操服
（Ｌサイ

ズ 以上）、清流館高校男子夏冬制服・体
操服上下（身長175㌢）、アウトドアテー
ブル、剣道着・防具一式（小学生用）　問
合先　くらし安全課　K626-1131

お知らせ
■ 講演会「のうだま～やる気の秘密～」　日時　１月17日㈫　午後３時30分～５時　会場　ホテルアンビア松風閣　講師　池

いけ

谷
がや
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じ

教授（東京大学薬学部）　聴講無料　
定員　100人（申込順）　申込方法　12月８日㈭から電話またはファクスで　申込・問合先　（公社）藤枝法人会　K643-8410　N645-1310


