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朗読と音楽「夏の日の夢」「夜光幻想」
筝演奏を交えた八雲作品「夏の日の夢」「夜

光幻想」の朗読公演。　日時　７月 22 日

㈰　午後２時から　会場　焼津小泉八雲記

念館　朗読　澤
さわ

野
の

華
か

世
よ

子
こ

さん　定員　50

人（申込順）　申込方法　７月４日㈬午前９

時から電話または窓口で　申込・問合先　

焼津小泉八雲記念館　K620-0022

やいづ読書の会
日時　７月21 日㈯　午後１時〜３時　会

場　焼津図書館　内容 森
もり

田
た

真
まさ

生
お

著「数学

する身
しん

体
たい

」を読んだ感想を語り合う　問合

先　松
まつ

永
なが

　K090-7434-5348

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　７

月７日㈯・14 日㈯ ·21日㈯、８月４日㈯　

午後２時〜　会場　焼津図書館１階おはな

しコーナー　内容　絵本や紙芝居　■むか

しばなしのへや　日時　７月７日㈯、８月

４日㈯ 　午前 10 時 30 分〜　会場　焼

津図書館１階おはなしコーナー　■小学生

から楽しめるろうどく会　日時　７月14

日㈯　午前10 時 30 分〜　会場　焼津図

書館視聴覚室　■あかちゃんおはなし会　

日時　７月 11日㈬ ·25 ㈬　午前 10 時

30 分〜　会場　焼津小泉八雲記念館多目

的室　内容　絵本や手遊び　■こわーいお

はなし会　日時　７月 28 日㈯　午後２時

〜　会場　焼津図書館２階視聴覚室　【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 10 日㈫・24

日㈫　午前10時30分〜　■幼児・児童向

け　日時　７月７日㈯・14 日㈯・21 日㈯・

28 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

ミニ展示会「松江のラフカディオ・ハーン」
静岡空港ー出雲空港定期便就航を記念し、

ハーンの松江時代を紹介する展示会を開催

します。　日時　７月 21日㈯〜10 月２

日㈫　午前９時〜午後５時まで　※月曜休

館、祝日の場合は翌平日　会場・問合先　

焼津小泉八雲記念館　K620-0022

第９回志太のミュージカル公演

「T
ト レ ジ ャ ー

REASURE 〜よみがえる、志
太のオロチ伝説〜」
日時　８月 25 日㈯　午後６時開演（午後

５時開場）、26 日㈰　午後２時開演（午後

１時開場）　会場　大井川文化会館　※チケ

ットは５月１日㈫から発売中。詳しくは問

い合わせてください。　問合先　志太ミュ

ージカルの会　寺
てら

田
だ

　K090-1740-5457

平和映画会
日時　７月28 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（おこりじぞう、アンパ

ンマン）　②ソ満国境 15 歳の夏　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 19 回焼津平和のための戦争展
日時　７月27 日㈮〜29 日㈰　午前９時

〜午後５時　会場　ふれあいギャラリー　

内容　中
なか

嶋
しま

典
よし

絵
え

さん（被爆２世）のトーク

コーナー、親子で学ぶ戦争中のくらし、高

校生による絵本読み聞かせ、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

まなぶ
静岡県立大学公開講座受講生募集
詳しくはホームページ（Shttp://www.

u-shizuoka-ken.ac.jp/）を見るか問

い合わせてください。　問合先　静岡県立

大学広報・企画室　K264-5106

募集
保育のお仕事フェア
内容など、詳しくは問い合わせてください。

対象　求職者…保育士資格取得予定者およ

び保育士資格有格者　事業者…保育士を募

集中または来年度採用予定、もしくは今後

保育士を募集する予定のある保育所など　

日時　７月 28 日㈯　午後１時〜４時 30

分　会場　県コンベンションアーツセンタ

ーグランシップ（静岡市駿河区）　問合先　

静岡県・静岡市　保育士・保育所支援セン

ター　K271-2110

入国警備官採用試験
受験資格や試験日など、詳しくはホームペー

ジ (Shttp://www.jinji-shiken.go.jp/

juken.html)を見るか問い合わせてくださ

い。　問合先　名古屋入国管理局総務課　

K052-559-2150

浜松職業能力開発短期大学校

秋季（10 月）入校生募集　
電気技術者に必要な技能・技術を学びます。

応募資格など、詳しくは問い合わせてくだ

さい。　期間　10 月から２年間　授業料　

年間 39 万円（諸経費別途）　試験日　A

日程…８月１日㈬、B 日程…９月 14 日㈮　

募集期間　A 日程…７月２日㈪〜 20 日

㈮、B 日程…８月 14 日㈫〜９月４日㈫　

問合先　浜松職業能力開発短期大学校　

K053-441-4444

平成 30 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17

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17 日㈫〜31日㈫　※受験

願書は７月２日㈪から市下水道課で配

布します。　問合先　静岡県下水道協

会　K251-2870

そのほか
島田樟誠高校 夏のオープンスクール
対象　中学生と保護者　日時　８月４日

㈯・５日㈰　午前９時〜12 時　内容　全

体会、コース概要、校内見学、ティータイ

ムなど　会場・問合先　島田樟誠高等学校

（島田市伊太）　K0547-37-3116

藤枝特別支援学校

小学部親子体験入学
藤枝特別支援学校への就学を検討してい

る子と保護者を対象に開催します。　■保

護者説明会　日時　９月５日㈬　午前９時

30 分〜11 時 45 分　■親子体験入学　

日時　９月６日㈭、７日㈮、10 日㈪のい

ずれか１日　午前９時 30 分〜11 時頃　

【共通】　申込方法　８月３日㈮までに電

話で　参加費　150 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）

戦没者遺児による慰霊友好親善
事業参加者募集
戦没者遺児を対象として、父などの戦没

した地を訪れ、慰霊追悼を行うととも

に、同地域の人たちと友好親善を深め

る事業です。　参加費　10 万円　※日

程、実施地域、申込方法など詳しくは

問い合わせてください。　問合先　h一

般 財 団 法 人　 日 本 遺 族 会 事 務 局　

K03-3261-5521　h一般財団法人　静

岡県遺族会　K261-7796

うみえ〜る夏祭り＆朝市
日時　７月 28 日㈯　午前９時〜午後２時　

会場　うみえ〜る焼津特設会場　問合先　

うみえ〜る焼津　K626-1551

第 20 回大井川「川まつり」
対象　小学生まで　日時　８月２日㈭　午

前 10 時〜午後３時　会場　プラザおおる

り（島田市中央町）　問合先　静岡県島田

土木事務所　K0547-37-5272

やいづおもちゃ図書館
ハンディのある子もない子もおもちゃで楽

しくあそびましょう。　対象　子どもと保

護者　日時　７月８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

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。

広
告
に
関
す
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に
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し
ま
す
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せ ーナーコ知 らお

水産研究発表会
日時　７月 20 日㈮　hポスター
　発表　正午〜午後４時　h口頭
　発表　午後１時 30 分〜３時　
会場　水産技術研究所　
定員　100 人（申込順）　
申込方法　７月 18 日㈬までに住
　所、氏名、職業を記入しファク
　ス、メールまたははがきで申
　込む　
申込・問合先　水産技術研究所開
　発加工科　〶 425-0032　
　鰯ヶ島 136-24　　K627-1818　N627-3084　Qsuigi-kaihatsu@pref.
　shizuoka.lg.jp

ディスカバリーパーク焼津天文科学館

催事のお知らせ
■生解説プラネタリウム「キター！15年ぶ

りの火星大接近」　日時　７月７日㈯〜９

月２日㈰　※７月10 日㈫〜20 日㈮の平

日は午後３時、土日祝日と７月 24 日㈫〜

８月 24 日㈮の平日は午後１時と３時に投

影します。　観覧料　大人（16 才以上）

600 円、子ども（４才〜15 才）200 円　

定員　各回165人（先着順）　■火星特別

観望会　日時　７月 31日㈫　午後９時〜

11時　※雨天・曇天の場合８月３日㈮に延

期します。当日午後７時に実施可否を決め

ます。　定員　250人（先着順）　※当日

午後８時 30 分〜整理券配布。詳しくは問

い合わせてください。　■はじめてのプラ

ネタリウム星空コンサート　小さな子ども

向けの内容です。 日時　９月８日㈯　午

前11時〜正午　出演　アーリア　観覧料　

大人（16 才以上）600 円、子ども（４才〜

15才）200円　定員　165人（前売先着順）　

※前売り券は７月７日㈯午前10 時から発

売開始。　■夏の特別展「クワガタ・カブ

トムシ王国　世界の昆虫大発見！」　日時　

７月７日㈯〜８月 26 日㈰　平日は午前９

時〜午後４時 30 分、土日祝日は午前 10

時〜午後５時 30 分、８月11日㈷〜17日

㈮は午前９時〜午後５時 30 分　観覧料　

大人（16 才以上）300 円、子ども（４才〜

15 才）100 円　【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

平成 30 年度焼津市家庭教育学級

親と子のつどい
■S

ス パ ッ ク

PACおはなし劇場「よるくま」　日時　

８月４日㈯　午前 10 時 30 分〜 11 時 30

分　会場　総合福祉会館　講師　SPAC

静岡県舞台芸術センター　定員　50 人（申

込多数の場合は抽選）　■ミュージコバッ

クステージツアー　日時　８月18 日㈯　

午後１時 45分〜３時　会場　大井川文化会

館　講師　大井川文化会館職員　定員　20

人（申込多数の場合は抽選）　【共通】　申込

方法　往復はがきに希望するコース名、住

所、参加者全員の氏名、子どもの年齢、電

話番号を記入し、７月13 日㈮までに郵送で

（必着）　申込・問合先　〶 421-0205　宗

高900　社会教育課　K662-0511

ふれあいキャンプ参加者・ボラン
ティアスタッフ募集 !!
障害の有無にかかわらず交流を深める体験

学習です。　■参加者募集　対象　市内在

住・在学の中・高生　参加費　３千円　定

員　30人程度（障害のある人を含む）　■

ボランティアスタッフ募集　対象　18歳

以上（高校生不可）　定員　10 人程度　【共

通】　日時　７月31 日㈫〜８月１日㈬（１

泊２日）　※７月26 日㈭の午前９時30分

〜午後４時に事前研修を行います。　会場　

県立焼津青少年の家  申込方法　７月 19

日㈭までに電話で　申込・問合先　社会

福祉協議会　K621-2941

親子リズム会　会員募集
子どもも、お母さんも友達つくろう！　対

象　赤ちゃんから幼稚園入園まで　日時　

毎月第２・４水曜日　午前 10 時〜　会費　

1100 円 / 月（保険料込み）　会場　大村

公民館　申込・問合先　新日本婦人の会リ

ズム部　高
たか

池
いけ

　K080-1565-7452　

初心者硬式テニススクール
対象　小学校４年生以上で市内在住・在勤・

在学の初心者・初級者　日程　８月 25 日

㈯から全10 回　時間　①午後５時〜７時

（高校生以下）　②午後７時〜９時（一般）　

会場　総合体育館　参加費　①６千円　②

９千円　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

市民スポーツ祭
■ヨット　対象　小学生以上　日程　７

月15 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　■ゴルフ　対象　市民　日程　

10月２日㈫　会場　藤枝ゴルフクラブ　

申込方法　８月１日㈬〜９月１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。

スポレック初心者教室
スポレック（室内スポンジテニス）初心者

教室を開催します。　日時　７月１日㈰・

15 日㈰、８月５日㈰・19 日㈰、９月２

日㈰・９日㈰　午後６時 30 分〜８時 30

分　会場　総合体育館　参加費　１回

300 円、６回 1,500 円　申込方法　電話

で　申込・問合先　焼津スポレック協会　

松
まつ

本
もと

　K090-4116-7799

空手道 会員募集
対象　５歳以上　日時　毎週月・水・金曜日　

午後７時〜９時　会場　大井川中学校体育

館・体育館会議室　参加費　月額２千円（中

学生以下）、月額４千円（高校生以上）　※最

初の１カ月間は無料。　申込方法　電話で　

申込・問合先　増
ます

田
だ

　K090-8076-6020

焼津剣道とびうお会　会員募集
対象　小・中学生　日時　①火曜日　午後

７時〜午後９時　②土曜日　午後６時 30

分〜午後９時　会場　①焼津西小学校体育

館　②焼津体育館　経費　月額千円　申

込・問合先　古
ふる

橋
はし

　K626-4661

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 B
ブ ド ウ

UDO e
エ ク サ サ イ ズ

xercise　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

第 26 回であいふれあい交流会（婚
活パーティー）開催
対象　30 歳代の男女、独身者に限る　※

婚歴不問、ただし男性は市内在勤、または

在住者で定職のある人。　日時　９月 16

日㈰　午前 11 時〜午後３時　会場　焼津

グランドホテル　参加費　４千円（飲食代

含む）　定員　男女各 20 人（申込多数の

場合は抽選）　申込方法　８月 16 日㈭ま

でに電話で　申込・問合先　焼津商工会議

所　K628-6251

親と若者の就労支援セミナー
対象　就労に悩む若者とその家族、若者の

就労に関心のある人　日時　７月 29 日㈰　

午後１時 30 分〜４時 50 分　会場　焼津

公民館大集会室　※詳細は問い合わせてく

ださい。　問合先　商業・産業政策課　

K626-1175

焼津市勤労者住宅建設資金融資
個別ローン相談会
対象　給与所得者で、市内で住居取得を考

えている人　日時　７月８日㈰・22 日㈰、

８月５日㈰・19 日㈰、９月２日㈰・16 日

㈰　各回午前９時〜正午、午後１時〜４時　

申込方法　電話で　会場・申込・問合先　

静岡県労働金庫焼津支店　K629-2345

焼津商工会議所による創業・起業
個別相談会開催について
対象　創業・起業を目指す人　日時　７月

15 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　７月６日㈮まで

に電話で　申込・問合先　焼津商工会議所　

K628-6251

新庁舎の模型製作中
新庁舎の模型作成を、県立島田工業高校建

築科に依頼しました。完成は平成 31年２

月の予定です。　問合先　新庁舎建設課　

K626-1135

中部電力からのお知らせ
これからの季節、台風などによる強風のた

め、　電線が切れて垂れ下がることがありま

す。電線や電柱の異常を発見したら、絶対

に近づかず、速やかに連絡をお願いします。　

問合先　中部電力㈱　K0120-985-232

バスでの車内事故防止
７月は走行中のバスでの「車内事故防止

キャンペーン」を実施しています。バスの

走行中に席を離れると危険です。降りる

際には、バスが停留所に着いて扉が開い

てから席を立ってください。また、走行中、

やむを得ず急ブレーキをかける場合があ

ります。満席により立って乗車する場合

は、吊革や握り棒にしっかりつかまって

ください。問合先　静岡県バス協会　K 

255-9281

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、有料シャト

ルバスやタクシーに乗り換えてください。　

規制期間　７月10日㈫〜９月10日㈪　問

合先　県道路企画課　K221-3359

７月９日発売 サマージャンボ宝くじ
この宝くじの収益金は、市町村の明るく住

みよいまちづくりに使われます。　販売期

間　７月９日㈪〜８月３日㈮　販売価格　

１枚300円　問合先　（公財）静岡県市町

村振興協会　K202-4343

日時・会場　◇７月15日㈰／イオン焼津店　

問合先　赤十字血液センター　K247-7142

【敬称略】　５月受付分　■社会福祉活動資

金寄附金（平成 30 年５月受付分）スーパ

ー田子重登呂田店、英和女学院同窓会焼津

支部、鶯友会、さわやかクラブ田尻北、

士、趣味の仲間、見崎平八、服部正宏、

匿名２件　■文化事業基金寄附金　募金箱

…410 円　■東日本大震災義援金　ＫＯ

マート焼津駅北店

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　座布団（夏・冬・来

客用）、絵手紙・ボールペン篆字の教材一

式（通信教育）、肩掛用噴霧器、港中学校

通学用鞄、焼津中央高校夏スカート、郵便

受、男子柔道着 (160㌢ )■ゆずってくだ

さい　婦人用自転車 (26 〜 27㌅ )、子供

用自転車 (20 〜 24㌅ )、子供用自転車

(20㌅ )、男児用自転車 (20㌅ )、男児用

自転車 (14㌅ )、スーツケース、すみれ台

幼稚園男児制服一式 (110 〜 120㌢ )、

すみれ台幼稚園男児制服一式 (130 〜

140㌢ )、焼津幼稚園男児制服・用品一式、

自転車型トレーニング機器　申込方法　７

月２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

広報やいづ ２018-07-01 ⓮
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善意をありがとう

献血にご協力を！

不用品活用バンク

■ 夏の交通安全県民運動実施　期間　７月 11 日㈬〜 20 日㈮　運動の重点　高齢者と子どもの交通事故防止、自転車と二輪車の安全利用の推進、飲酒運転の根絶、交

差点事故の削減　問合先　くらし安全課　K626-1131
お知らせ


