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焼津小泉八雲記念館こども朗読会
「雪おんな」「若がえりの泉」ほか
対象　小学生（親子での参加も可）　日時　
４月23日㈰　午後２時～２時50分　内
容　小泉八雲作品の朗読や紙芝居　出演　
朗読グループ「かざぐるま」　定員　35人
（申込順）　申込方法　４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
志太マンドリン・ギターアンサンブル
サロンコンサート
日時　４月９日㈰　午後２時開演（開場は
午後１時30分）　会場　総合福祉会館　
演奏曲　糸、古賀政男ヒット曲メドレーな
ど　問合先　志太マンドリン・ギターアン
サンブル　鷲

わし

山
やま

　K643-7586

春の山野草展
日時　４月15日㈯・16日㈰　午前９時～午
後５時（16日は午後３時まで）　会場　小川
新地コミュニティ防災センター（小川新町１）　
※各種山野草即売品があります。　問合先　
焼津山野草会　渡

わた

辺
なべ

　K090-8474-2274

やいづ読書の会
日時　４月15日㈯　午後１時～３時　会
場　焼津図書館　内容　志賀直哉著「城

き

の
崎
さき

にて」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
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　５月～７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　
４月14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　静岡
県国際交流協会　K202-3411

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

募集
静岡県警察官Ａ（大卒・大卒見込み）
対象　大学を卒業もしくは卒業見込みの人　
採用時期　平成29年10月または平成
30年４月　受付締切　４月12日㈬　一
次試験　５月14日㈰　応募・問合先　焼
津警察署警務課　K624-0110
2018年３月卒業予定者対象
大学生等合同企業説明会
対象　平成30年３月卒業予定の大学
（院）・短大・高専・専修学校の学生と、卒
業後概ね３年以内の求職者　日時　４月
28日㈮　正午～　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、企業説明会
など　※詳しくは、問い合わせてください。　
問合先　県雇用推進課　K221-2573
要約筆記者養成講座
聴覚障害者へその場の話を文字で伝える通
訳者を養成します。　日程　５月17日㈬
～12月10日㈰の水・日曜日（全23回）　
時間　午前10時～午後３時　会場　磐田
市総合健康福祉会館、ワークピア磐田　教
材費　3,400円　定員　手書きコース10
人、パソコンコース10人（選考による）　
申込期限　４月14日㈮（必着）　※受講条
件や申込方法など、詳しくは問い合わせて
ください。　問合先　静岡県聴覚障害者情
報センター　K221-1257
吉田特別支援学校
げんきっこ教室、親子体験入学
申込方法など、詳しくは問い合わせてくだ
さい。　■小学部「げんきっこ教室」　対象　
吉田特別支援学校への就学を検討している
年長児とその保護者、通園先の先生　日程　
６月19日㈪、７月24日㈪、11月６日㈪　
時間　午後２時30分～３時30分　参加
費　300円程度（保険料）　■中学部「親
子体験入学」　対象　吉田特別支援学校への
就学を検討している小学６年生とその保護
者　日程　保護者説明会…５月25日㈭、
親子体験入学…９月28日㈭または29日
㈮　【共通】　申込方法　５月17日㈬まで
に電話で　会場・申込・問合先　吉田特別
支援学校　K0548-23-9871
藤枝特別支援学校
わんぱく教室、学校見学・体験入学
申込方法など、詳しくは問い合わせてくだ
さい。　■小学部「わんぱく教室」　対象　
藤枝特別支援学校への就学を検討している

年長児とその保護者　日程　６月21日
㈬・28日㈬、11月８日㈬　時間　午後
２時45分～３時45分　■中学部「学校
見学・親子体験入学」　対象　藤枝特別支
援学校への就学を検討している小学６年生
とその保護者　日時　学校見学…５月25
日㈭の午前10時20分～11時45分、
親子体験入学…９月26日㈫または28日
㈭の午前９時30分～11時45分　【共通】　
申込方法　５月12日㈮までに電話で　参
加費　200円程度（保険料）　会場・申込・
問合先　藤枝特別支援学校　K636-
1892（小学部）、K636-1893（中学部）
ディスカバリーパーク焼津天文科学館
ボランティアを募集
科学教室や星空観望会の運営・補助をして
いただくボランティアを募集します。　対
象　18歳以上で天文・科学・工作に興味・
関心のある人　活動期間　６月～平成30
年３月　※事前説明会（４月23日㈰また
は５月20日㈯の午後１時30分～２時
30分）に必ず参加してください。　事前
説明会申込方法　電話または窓口で　活動
場所・申込・問合先　ディスカバリーパー
ク焼津天文科学館　K625-0800

JICA（ジャイカ）ボランティア説明会
■シニア（40歳～69歳）　時間　午前
10時30分～　■青年（20歳～39歳）　
時間　午前10時30分～、午後３時30
分～　■映画上映会　時間　午後１時30
分～３時15分　内容　青年海外協力隊を
テーマにした映画「クロスロード（2015
年）」の上映　【共通】　日程　４月８日㈯　
会場　パルシェ７階第１・２会議室（静岡
市）　問合先　公益社団法人青年海外協力
隊中部支部　K052-459-7229

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　４月９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
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　４
月１日～５月６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　４月１日㈯・５月６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　４
月８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　
４月12日㈬・26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　４月23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

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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焼津City チャンネル

やいちゃんとひこにゃん
　遊びに来た「ひこにゃん」と「や
いちゃん」の焼津旅
の様子を動画配信中。

焼津CITYチャンネ
ル２次元コード▶

NO.16

ターントクル
こども館建設へ
子育て支援充実

こどもが安心して

あそべる場所

ほしいね

室内が
いい
ニャ！

落ちついた
相談できる
場所も
ほしいね

４つの目的

すみやすい
やいづの街

ターントクル
こども館建設へ

屋内のあそび場と相談場所の整備へ

ホットスルこども
相談センター開設

とまとぴあも
リニューアル

①
総合相談
の
実現

②
子育て支援
ネットワーク
充実

③
気軽に
集える
場所提供

④
遊びの
空間
提供

ー

■ 労働基準監督官採用試験　試験の区分　労働基準監督官Ａ（法文系）、労働基準監督官Ｂ（理工系）　試験の程度　大学卒業程度　第１次試験日　６月11日㈰　申込
締切　４月12日㈬　※受験資格や申込方法など、詳しくは問い合わせてください。　問合先　静岡労働局総務部総務課人事係　K254-6326お知らせ
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大井川図書館 子ども向けの催事
■おはなしのへや（乳幼児向け）　日時　
４月11日㈫、25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　４月１日㈯・８日㈯・15日㈯・29
日㈷、５月６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

おおいがわおはなしフェスタ
■おたのしみ袋の貸し出し　対象　幼児～
小学生と保護者　日時　４月22日㈯・
23日㈰　午前９時～　会場　大井川図書
館　持ち物　図書館利用者カード　※各日
限定20袋、１人１袋まで。　■おはなし
のへや inミュージコ2017春　日時　４
月22日㈯　午前10時 30分～　内容　
劇、パネルシアターなど　会場　大井川文
化会館野外ステージ　■おはなしのへや　
日時　４月22日㈯の午後１時30分、４
月23日㈰の午前10時30分と午後１時
30分　内容　絵本の読み聞かせ、パネル
シアターなど　会場　大井川図書館　【共
通】　問合先　大井川図書館　K622-
9000

親子ニコニコやいづっこべや
大井川図書館展示室をキッズルームとして
開放します。子どもが寝転んだりおもちゃ
で遊んだりできるスペースを設け、子ども
向けと大人向けのおすすめ本の紹介や、ご
希望の方には読み聞かせなども行います。
この機会に親子で図書館に足を運んでみま
せんか。　日程　４月22日㈯～６月４日
㈰（月曜日と４月27日㈭を除く）　時間　
午前９時～午後４時　会場・問合先　大井

川図書館　K622-9000

み～んなで野良菜園（やらざぁえん）！
さつまいもの収穫を通し、みんなで楽しく
交流しましょう。　日程・内容　５月13
日㈯…開園式と植え付け、７月８日㈯…手
入れ会、９月９日㈯…収穫祭と閉園式　時
間　午前９時30分～正午　会場　大井川
福祉センター隣の畑　参加費　１人500
円（企業は協賛金として１口千円）　申込
方法　５月11日㈭までに電話で　問合先　
焼津市社会福祉協議会　K621-2941
長崎市を平和探訪 親子記者募集
親子で記者となり、被爆地の様子を取材し
ます。　対象　小学４年～６年生１人とそ
の保護者１人　日程　８月８日㈫～11日
㈷　取材先　長崎市　定員　18組（申込
多数の場合は抽選）　※参加費や申込方法
など、詳しくはホームページ（http://
www.nucfreejapan.com）を見るか
問い合わせてください。　問合先　日本非
核宣言自治体協議会事務局（長崎市平和推
進課内）　K095-844-9923
ディスカバリーパーク焼津天文科学館
春の催事と臨時休館のお知らせ
春の特別展とプラネタリウム新番組、それ
に伴う臨時休館についてお知らせします。　
■春の特別展「おもしろ身体測定」　日程　
４月22日㈯～７月２日㈰　観覧料　大人
（16歳以上）300円、子ども（４歳～15
歳）100円　■春の新番組「出航！マグ
ロ漁船で南半球星空巡り」　日程　４月22
日㈯～７月16日㈰　観覧料　大人（16
歳以上）600円、子ども（４歳～15歳）
200円　定員　各回165人（先着順）　
■新番組「G

グ ラ ヴ ィ テ ー シ ョ ン

RAVITATION～魔法使い
の少年とロボット 不思議な一夜～」　日程　

４月22日㈯～７月16日㈰　観覧料　大
人（16歳以上）600円、子ども（４歳～
15歳）200円　定員　各回165人（先
着順）　■臨時休館　館内展示入れ替えと、
プラネタリウム新番組準備のため、臨時休
館します。　期間　h展示・体験室…４
月11日㈫～21日㈮　hプラネタリウム・
天文台…４月11日㈫～14日㈮、18日
㈫～21日㈮（15日㈯・16日㈰は実施
します）　【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
日本宇宙少年団 焼津分団の団員募集
仲間と一緒に宇宙や科学について楽しく学
ぼう。　対象　小学４年～中学１年生　活
動期間　６月～平成30年３月（毎月１回
程度）　内容　水ロケット飛ばしや星空観
察など　会費　初回登録料２千円、本部年
会費３千円（活動ごとに参加費が掛かる場
合があります）　定員　15人（申込多数の
場合は抽選）　申込方法　①往復ハガキの
往信面裏に参加者氏名・住所・学年・保護
者氏名・電話番号・兄弟で応募の場合は兄
弟揃っての当選を希望するかを明記し、郵
送する　②窓口にある応募用紙に必要事項
を記入の上、返信ハガキを添えて申し込む　
申込先　〶425-0052　田尻 2968-1　
ディスカバリーパーク焼津天文科学館「Ｙ
ＡＣ」係　申込期間　４月８日㈯～５月
21日㈰（必着）　会場・問合先　ディスカ
バリーパーク焼津天文科学館　K625-
0800

初心者硬式テニススクール
対象　小学生以上で市内在住・在勤・在学
の硬式テニス初心者・初級者　日程　４月
９日㈰以降の日曜日（全13回）　時間　
午後７時30分～９時（高校生以下は午後
６時～７時30分）　会場　漁船員テニス
コート（中港５）　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（グ
リーンポートテニスクラブ内）　K623-
5511

富士山麓山の村
■春の七草ハピネスウオーキング＆山麓の
カフェ　対象　３㌔程度の山歩きができる
人（小学生以下は保護者同伴）　日時　５
月14日㈰　午前９時30分～午後１時　
参加費　500円（昼食代、保険料）　定員　
50人（申込順）　※申込方法など、詳しく
は問い合わせてください。　問合先　静岡
県立富士山麓山の村　K0545-36-2236
藤枝山岳会講演会 限界へのチャレンジ
日時　５月20日㈯　午後３時～５時　会
場　小杉苑（藤枝市）　内容　トランスジ
ャパンアルプスレース（富山湾からアルプ
スを越え駿河湾まで走破するレース）と山

岳遭難救助活動を通じて伝えたいこと　講
師　望

もち

月
づき

将
しょう

悟
ご

さん（静岡市消防局山岳救助
隊副隊長）　定員　90人（申込順）　申込
方法　４月30日㈰までに電話またはファ
クスで参加者氏名・人数・代表者氏名・代
表者連絡先を伝える　問合先　藤枝山岳会　
浅
あさ

井
い

　K・N643-5485
不動産無料相談会
日時　４月７日㈮　午前10時～午後４時
（受け付けは午後３時30分まで）　会場　
静岡市役所静岡庁舎171・172会議室、
静岡市役所清水庁舎306会議室　内容　
借地や相続など不動産に関する無料相談会　
※詳しくは問い合わせてください。　問合
先　公益社団法人静岡県不動産鑑定士協会　
K253-6715

平成29年度銃砲刀剣類登録審査会
日程　６月20日㈫、10月５日㈭、２月
13日㈫　会場　静岡総合庁舎（静岡市駿
河区）　※持ち物など、詳しくは問い合わ
せてください。　問合先　県文化財保護課　
K221-3158

献血にご協力を！
日時・会場　◇４月２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　◇４月13
日㈭　午後２時～４時／焼津市役所　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】　２月受付分　■社会福祉活動資
金寄附金　貞善院仏教婦人会、孝道山静岡
別院、ピアゴ大覚寺店お客様一同、スーパ
ー田子重小川店、士、焼津市役所受付募
金箱、見崎平八、黒澤賢次、株式会社日宏
食品従業員一同、大村公民館やまもも、匿
名５件　■文化事業基金寄附金　募金箱…
2,249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４月３日㈪の午前８時30
分から先着順です。　■ゆずります　焼津
中央高校女子制服（Ｌサイ

ズ ）、コンクリート
ブロック（20個）・レンガ（10個）、ベ
ビーチェア（脚のないタイプ）、チャイル
ドシート（幼児用）、五月人形（兜

かぶと

・屏風）、
ちりめん細工のテキスト（３冊）　■ゆず
ってください　大富小学校男子制服上下
（130㌢以上）、着物着付用トルソー、静清
高校男子制服上下（Ｌサイ

ズ ）、サッカーボール、
婦人用自転車、紳士用自転車、手芸用古布、
チャイルドシート（新生児用）　問合先　
くらし安全課　K626-1131

日 時　４月22日㈯　午前９時～午後１時（雨天時縮小あり、荒天中止）
会場　うみえ～る焼津イベント広場
内 容　hうみえ～る朝市新鮮L

ラ イ ブ

IVE（６組）
hかつおカーリングゲーム
h まぐろ丼、焼さば寿司、ミニ海鮮丼、自然農法野菜、中華料理、佃煮、みそ
まん・かつおサブレ、オムライス・焼津ボールなどの販売
参加無料　申込不要

Pick
 up! うみえ～る焼津10周年記念イベント

うみえ～る朝市
　今月、うみえ～る焼津は10周年を迎
えます。10周年記念のイベントとして、
普段の朝市とは一味違う企画を皆様にお
とどけします。また、先着100人には
素敵なプレゼントを差し上げます。
問合先　漁港環境課　K626-1129

■ 創業・起業個別相談会　対象　創業・起業を目指す人　日時　５月13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　５月２日㈫までに電話で　申込・問合先　焼津商工会議所　K628-6251お知らせ


