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やいづ読書の会
日時　６月17日㈯　午後１時～３時　会場　
焼津図書館　内容　川

かわ

口
ぐち

俊
とし

和
かず

著「コーヒー
が冷めないうちに」を読んだ感想を語り合
う　問合先　松

まつ

永
なが

　K090-7434-5348

ミュージコロビーコンサートV
ボリューム

ol.63
■夏のはじまり～ジャズ・ボサノバの名曲
をギターとウッドベースにのせて～　日時　
６月23日㈮　午後７時30分～（開場は午
後７時～）　会場・問合先　大井川文化会館　
K622-8811

初夏の山野草展
日時　６月10日㈯・11日㈰　午前９時～
午後５時（11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）　問合先　焼津山野草会　渡

わた

辺
なべ

　
K090-8474-2274
焼津中央高校合唱部
第43回オペラ公演「魔笛」
日程　①６月10日㈯・11日㈰　②６月17
日㈯・18日㈰　開演時間　土曜日…午後５
時30分、日曜日…午後１時（開場は各回
30分前）　会場　焼津文化会館大ホール　
入場料　①…無料、②…500円　問合先　
県立焼津中央高校　K628-6000

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～　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 パソコン無料体験教室
日時　６月11日㈰・14日㈬・18日㈰・21
日㈬・25日㈰・28日㈬　午後１時～３時　
内容　ワード・エクセル　定員　各回20人
（申込順）　申込方法　各回前日までに電話
で　会場・申込・問合先　サンライフ焼津　
K627-3377

視覚障害サポート・ボランティア
養成（初級）講座
■必須講座「視覚障害サポート・ボランティ

ア入門講座」　日程　７月６日㈭～８月８日
㈫のうち６日間　■専門講座（選択）　日程　
９月～10月のうち８日間　内容　「点訳」「音
訳」「アイサポ」の３講座から１つを選択　【共
通】　会場　県総合福祉会館（静岡市葵区）　
定員　30人（申込順）　申込方法　６月23日
㈮までに要項を請求し、６月30日㈮（必着）
までに申込書を提出する　※詳しくは問い
合わせてください。　問合先　県視覚障害
者情報支援センター　K253-0228

本の装備講座・本の修理講座
■装備（カバー掛け）講座　日程　６月22
日㈭　持ち物　カバー掛け練習用の本（紙
カバーのある本とない本を各１冊）、はさ
み、タオル、定規（30㌢くらい）、筆記用
具　■修理講座　日程　７月７日㈮　持ち
物　修理が必要な本（１～２冊）、はさみ、
スティックのり、カッター、定規（30㌢く
らい）、筆記用具　【共通】　時間　午前10
時～正午　会場　焼津図書館２階視聴覚室　
定員　各講座10人（申込順）　申込方法　
６月７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
高齢者のための陶芸教室
対象　60歳以上の市民　日時　６月13日
～７月７日の火・金曜日（全８回）　午前９
時～正午　参加費　３千円（道具代）　定
員　10人（申込順）　申込方法　６月８日
㈭～10日㈯の午前９時～正午に電話で　
会場・申込・問合先　陶芸センター（三ケ名）　
K626-0786

高齢者のための竹工芸教室
対象　60歳以上の市民　日時　６月15日～
８月17日の木曜日（全10回）　午前９時～
正午　会場　総合福祉会館　定員　10人（申
込順）　申込方法　電話で　申込・問合先　焼
津市竹工芸クラブ　多

た

々
た

良
ら

　K628-0551

年金セミナー
年金や健康保険、失業保険についてわかり
やすくお話しします。　対象　市内在住・
在勤の人　日時　７月23日㈰　午前10時
～正午　会場　焼津文化会館３階第２会議
室　定員　40人（申込順）　申込方法　７
月14日㈮までに電話で　問合先　（一財）
静岡県年金福祉協会　K251-2767

平成29年度狩猟免許予備講習会
狩猟免許試験に先立ち、予備講習会を実施
日時　７月22日㈯　午前９時50分～午後
４時　会場　静岡労政会館（静岡市葵区）　
内容　法令講義や実技など　受講費　９千
円（昼食代・テキスト代を含む）　定員　
300人（申込順）　申込方法　６月30日㈮
までに電話で　申込・問合先　県猟友会事

務局　K253-6427

募集
平成29年度狩猟免許試験
日時　８月27日㈰　午前９時　会場　静
岡総合庁舎（静岡市駿河区）　免許の種類　
網猟・わな猟・第１種銃猟・第２種銃猟（全
４種）　試験内容　知識試験・適正試験・技
能試験　※受験料や申込方法など、詳しく
は問い合わせてください。　申込期間　６
月26日㈪～７月28日㈮　問合先　志太榛
原農林事務所　K644-9243

ハロートレーニング受講生募集
再就職に向け、実践的な技能や技術を習得
するための６カ月間の職業訓練を行いま
す。受講料は無料です（テキスト代別途）。
日程や申込方法など、詳しくは問い合わせ
てください。　内容　機械・電気・住宅の分
野に関する合計10コース　会場・問合先　
ポリテクセンター静岡（静岡市駿河区）　
K285-7186

サマーショートボランティア
対象　中学生以上　期間　８月１日㈫～
30日㈬の間の連続する４日以上　場所　
県内の社会福祉施設・社会教育施設　内容　
ボランティア活動体験　申込締切　６月
15日㈭（消印有効）　※申込方法など、詳
しくは問い合わせてください。　問合先　
静岡県ボランティア協会　K255-7357

そのほか
やいづおもちゃ図書館
おもちゃで楽しく遊びましょう。　対象　
子どもと保護者　日時　６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
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　６
月３日～７月１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　６月３日㈯、７月１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　６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　日程・会場　
６月14日㈬…焼津小泉八雲記念館、６月
28日㈬…焼津図書館　時間　午前10時30
分～　■こども映画会　日時　６月24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 子ども向けの催事
■おはなしのへや（乳幼児向け）　日時　
６月14日㈬・27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　６月
３日㈯・17日㈯・24日㈯、７月１日㈯　
午前10時30分～　内容　絵本や紙芝居、

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

焼津の！歴民
「焼津の！」新シリーズが登場。「赤
牛が産まれた！井伊
直孝産湯の井」編で
す。観れば分かる！

２次元コード▶

高校になって
も、入院する
ことがあって
費用かかるニ
ャ！

子育ては焼津市

H29より

高校生まで
医療費無料化

部活や通学の
ケガには保険
があるけど、
家でのケガや
病気の時は…

県内トップクラス
子ども医療費無料
（H28まで０歳～中学）

高校までは
子育て期間
財布も
苦しい！

H29より

高校生まで
医療費無料化
入院費、通院費ともに

医療費無
料拡大し
てもらい
たいな

NO.18

■ 無料ゆかたレッスン　日時　６月28日㈬　午前10時～、午後２時～、午後６時～　会場　第５コミュニティ防災センター　参加無料　定員　各回10人（申込順）　申
込方法　６月27日㈫までに電話で　※持ち物など、詳しくは問い合わせてください。　申込・問合先　ハクビ京都きもの学院　柴

しば

田
た

　K090-9943-9941
お知らせ
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手遊びなど　【共通】　会場・問合先　大井
川図書館　K622-9000
大井川保育園 ひよこの会
対象　２歳未満の未就園児とその親　日時　
６月21日㈬、７月19日㈬、10月18日㈬、
11月15日㈬、12月13日㈬、平成30年１
月24日㈬、２月14日㈬　午前９時30分～
11時30分　内容　親子触れ合いあそびの
紹介やミニ講座の開催、離乳食の紹介・試
食など　参加費　１回100円（保険料）　会
場・問合先　大井川保育園　K622-7420

親子リズム
対象　０歳～未就園児とその親　会場・日程　
大村公民館…第２・４水曜日、道原集会所…
第１・３金曜日、二区コミュニティ防災セン
ター…第１・３月曜日　時間　午前10時～
11時30分　参加費　月1,100円　申込方
法　電話で　申込・問合先　新日本婦人の会
焼津支部　高

たか

池
いけ

　K080-1565-7452
伝統文化子ども教室
七夕かざりをつくろう！
折り紙で七夕かざりを作ります。　対象　
５歳～小学生（小学３年生以下は、参加者
１人につき保護者１人が同伴）　日時　７
月１日㈯　午前10時～ 11時30分（午前
の部）、午後１時30分～３時（午後の部）　
会場　焼津文化会館３階会議室　参加費　
100円（材料代）　持ち物　はさみ、のり、
作品を持ち帰る袋　※作品を飾るための笹
も配ります。　定員　各回20人（申込順）　
申込方法　６月３日㈯午前９時から電話ま
たは窓口で申し込む　申込・問合先　歴史
民俗資料館　K629-6847
伝統文化子ども教室
水でっぽうをつくろう！
竹を使って水でっぽうを作ります。　対象　
小学生（小学３年生以下は、参加者１人に
つき保護者１人が同伴）　日時　７月15日
㈯　午前10時～ 11時30分（午前の部）、
午後１時30分～３時（午後の部）　会場　
焼津文化会館３階会議室　参加費　200円

（材料代）　持ち物　軍手、保険証、作品を
持ち帰る袋、不要な布きれ（ハンカチくら
いの大きさ）　定員　各回20人（申込順）　

申込方法　６月３日㈯午前９時から電話ま
たは窓口で申し込む　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
催事と臨時休館のお知らせ
■中学生のための天体観測教室　対象　中
学生（保護者の送迎が必要です）　日時　７
月28日㈮　午後７時～　定員　15人（申
込順）　申込方法　６月10日㈯午前10時か
ら電話または窓口で　■小学生のための星
空教室　対象　小学４年～６年生（保護者
の同伴または送迎が必要です）　日時　７
月29日㈯・30日㈰　午後７時～８時45分　
参加費　200円（同伴の保護者は 600円）　
定員　各日50人（申込順）　申込方法　６
月10日㈯午前10時から電話または窓口で　
■サイエンスワークショップ「プラコップ
でキーホルダー」　日時　６月18日㈰　午
後１時～４時　■プラネタリウム特別番組
「七夕の夕べ」　日時　７月１日㈯・２日㈰　
午後５時30分～　観覧料　大人（16歳以上）
600円、子ども（４歳～15歳）200円　定
員　各日165人（先着順）　■プラネタリウ
ムキッズタイム特別投影「夏の星空と七夕
のおはなし」　日時　７月１日㈯・２日㈰　
午前11時～　観覧料　大人（16歳以上）
600円、子ども（４歳～15歳）200円　定
員　各日165人（先着順）　■臨時休館　期
間　７月４日㈫～７日㈮　※天文台は７月
11日㈫～14日㈮も休室　【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
朝霧野外活動センター
プラネタリウム一般開放
対象　家族、小グループ　日程・テーマ　
h６月18日㈰「一年で一番なが～い日 !?
夏至」　h７月17日㈷「月がかじられる？
月食の不思議」　h８月20日㈰「夏の星空
☆スペシャル」　時間　午後１時30分～２
時30分、３時15分～４時15分（１日２回、
各回15分前から受け付け）　参加費　500
円（１家族、１グループあたり）　定員　
各回90人（申込順）　申込方法　電話で　
会場・申込・問合先　朝霧野外活動センター

（富士宮市）　K0544-52-0321

実習船「やいづ」駿河湾体験航海
対象　小学生～70歳　日時　７月30日㈰　
１回目…午前９時30分～11時30分　２
回目…午後１時30分～３時30分　※集合
時間は各回30分前　集合場所　焼津漁港
焼津新港「深層水ミュージアム」北側岸壁　
参加費　500円（保険料）　定員　各回80
人（申込多数の場合は抽選）　申込方法　学
校ホームページ内専用フォームか、氏名・
性別・年齢・住所・携帯電話番号・メールアド
レスを明記しメールで　締切　７月７日㈮　
申込・問合先　県立焼津水産高校　K628-
6148　Qh29yaizu@gmail.com

とびうお水泳スポーツ少年団
対象　年長児～小学６年生　日程　毎週
月・木曜日の午後６時30分～８時　会場　
西益津温水プール（藤枝市）　参加費　月
３千円（別途プール使用量として１回100
円）　申込方法　電話で　申込・問合先　若

わか

林
ばやし

　K643-2851

小学生トランポリン教室
対象　小学生女子　日程　毎週月曜日　午
後６時30分～８時30分　参加費　月３千
円　定員　10人（申込順）　申込方法　電
話で　会場・問合先　焼津高等学校　橋

はし

本
もと

　
K080-6567-6140

ソフトバレーボール大会混成A
対象　18歳以上の男性２人と女性２人で構
成されたチーム　日時　７月９日㈰　午前
８時30分　会場　大井川体育館　参加費　
１チーム３千円　申込方法　所定の用紙に
必要事項を記入して６月15日㈭までに郵送

（必着）　※記入用紙については問い合わせて
ください。　問合先　遠

とお

勢
せ

　K627-4376

きすみれ婦人体操
日程・会場　毎週水曜日の午前９時～10時
15分（焼津体育館）、毎週月曜日の午前９時
30分～10時50分（大島体育館）　参加費　
月３千円（別途入会金２千円）　申込方法　
電話で　申込・問合先　池

いけ

谷
がや

　K090-8860-
6982

はり・マッサージ無料奉仕
対象　60歳以上の市民　日時　６月25日
㈰　午前９時30分～11時30分、午後１
時～２時30分（施術は１人あたり20分）　
会場　総合福祉会館　定員　午前50人、
午後30人（先着順）　問合先　焼津鍼灸マ
ッサージ師会　長

なが

野
の

　K622-8088
７月28日㈮～30日㈰
焼津昭和通り七夕まつり
■七夕飾りコンクール作品募集　対象　ど
なたでも（グループも可）　■何かやりたい
人募集　フリーマーケットやダンス披露、新
商品Ｐ

ピーアール

Ｒなど、何かやりたい人を募集しま
す。　対象　どなたでも（団体・企業も可）　
【共通】　申込期限　７月３日㈪　※参加費や

応募方法など、詳しくは問い合わせてくださ
い。　問合先　h昭和通り発展会事務所　
K627-0462　h増

ます

田
だ

　K090-1626-9915

うみえ～る朝市
日時　６月24日㈯　午前９時～午後１時　
内容　フリーマーケットなど　会場・問合
先　うみえ～る焼津　K626-1551

労働保険料などの申告・納付
申告・納付は７月10日㈪までに金融機関ま
たは静岡労働局、労働基準監督署でお願い
します。 問合先　hコールセンター（７
月12日㈬までの午前９時～午後５時、土日・
祝休日を除く）　K0120-335-546　h
静岡労働局労働保険徴収課　K254-6316

６月１日～10日は電波利用環境
保護周知啓発強化期間
無線機器を購入するときは、必ず「技適マー
ク」が付いているか確認してください。　問
合先　総務省東海総合通信局　h不法無線
局の相談　K052-971-9107　hテレビな
どの受信障害の相談　K052-971-9648

創業・起業個別相談会
日時　７月８日㈯　午後１時30分～　
会場　焼津図書館　申込方法　６月30
日㈮までに電話で　申込・問合先　焼津
商工会議所　K628-6251

献血にご協力を！
日時・会場　◇６月４日㈰・18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　◇６月８日㈭　午
後２時15分～４時30分／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】　４月受付分　■社会福祉活動資
金寄附金　加藤文子、豊田地区民生委員児
童委員協議会、鶯友会、イオン焼津店＆似
顔絵・ウフフ、士、フェルデンクライス、
見崎平八、黒澤賢次、匿名５件　■平成
28年熊本地震災害義援金　加藤八重子　
■文化事業基金寄附金　募金箱…2,411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。　■ゆずります　ひな人形（千鳥）、ひ
な人形（藤娘）、鍵盤ハーモニカ（ブルーケ
ース付）、婦人用自転車（26㌅）　■ゆずっ
てください　ベビーゲート、チャイルドシ
ート（幼児用）、サッカー審判着、白装束上
下、人形ケース台、幼児用自転車、一輪車

（18㌅）、男児セレモニースーツ（150 ～
160㌢）、文庫本（推理小説・時代物など）、
ホテイアオイ　申込方法　６月１日㈭の午
前８時30分から電話で申し込む（申込順）　
申込・問合先　くらし安全課　K626-1131

■ 志太マンドリン・ギターアンサンブル部員募集　マンドリンやギターなどを一緒に演奏しませんか。未経験者やブランクのある人も歓迎します。　日時　毎週木曜日　
午後７時30分～９時30分　会場　藤枝市民会館会議室など　参加費　月千円　※詳しくは、問い合わせてください。　問合先　鷲

わし

山
やま

　K643-7586
お知らせ

　ディスカバリーパーク焼津天文科学館
開館 20 周年を記念して、プラネタリウ
ムオリジナル番組を制作しました。一般
公開に先駆けて、番組試写会に皆さんを
ご招待します。　
対�象　市内在住・在勤・在

学で小学生以上の人
日�時　７月17日㈷　午

前11時～11時30分

定員　100 人（申込多数の場合は抽選）
申�込方法　往復はがきに必要事項を記入

し、郵送する
※ 記入内容など、詳しくはホームページ

を見るか問い合わせてください。
締�切　６月 30 日㈮（必着）
問�合先　ディスカバリーパーク焼津天文

科学館　K625-0800
　Shttp://www.discoverypark.jp

ディスカバリーパーク焼津20周年記念番組
「宇宙からのメッセージ焼津発未知なる宇宙へ」 試写会にご招待
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