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焼津小泉八雲記念館出張公演
■朗演「漂流」ほか　日時　９月２日㈰　

午後２時開演（午後１時 30 分開場）　朗読　

大
おお

石
いし

みつえさん（朗演エトピリカ）　定員　

30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　■小泉八雲

展　小泉八雲と焼津の関わりを紹介する展

示会を開催します。　日時　８月18 日㈯

〜９月２日㈰　午前９時〜午後７時（土日

は午後５時まで、月曜休館）　【共通】　会

場　大井川図書館展示室　申込・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24回定期演奏会」
日時　８月19 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「森の魔法使い」　※大

井川公民館などで配布される入場整理券が

必要。詳しくは問い合わせてください。　

問合先　大井川公民館　K622-3111

ウェルシップ映画会
日時　８月24 日㈮　午前 10 時〜 11 時

30 分、午後１時30分〜３時　※各回 30

分前に開場。　内容　映画「怪盗グルーの

ミニオン大脱走」の上映　※人数制限あり。

詳しくは問い合わせてください。書き損じ

葉書や使用済み切手があれば、お持ちくだ

さい。　会場・申込・問合先　総合福祉

会館　K627-2111

やいづ読書の会
日時　８月 18 日㈯　午後１時〜３時　会

場　焼津図書館　内容　三
み

浦
うら

しをん著「ま

ほろ駅
えき

前
まえ

多
た

田
だ

便
べん

利
り

軒
けん

」を読んだ感想を語り

合う　問合先　松
まつ

永
なが

　K090-7434-5348

焼津図書館イベントのお知らせ
■焼津シネマズ　対象　中学生以上　日時　

８月26 日㈰　午後１時30分〜　内容　

映画「オボエテイル」の上映（126 分）　

定員　25 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　■幼

児から楽しめるおはなし会　日時　８月４

日㈯・11日㈷ ·18 日㈯・25 日㈯、９月１

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　８月４日

㈯、９月１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　８

月 11日㈷　午前 10 時 30 分〜　会場　

焼津図書館１階おはなしコーナー　■あか

ちゃんおはなし会　日時　８月８日㈬ ·22

㈬　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　

【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　８月 14 日㈫・28 日

㈫　午前10時30分〜　内容　絵本や紙芝

居、手遊びなど　■幼児・児童向け　日時　

８月４日㈯・11 日㈯・18 日㈯・25 日㈯、

９月１日㈯　午前10時30分〜　内容　絵

本や紙芝居、手遊びなど　■夏のスペシャ

ル版　内容　人形劇、パネルシアター、大

型絵本の読み聞かせなど　【共通】　会場・

問合先　大井川図書館　K622-9000

まなぶ
「港地域ささえあい講座」参加者募集
日時　９月８日㈯、10 月13 日㈯、11月

10 日㈯、12 月８日㈯　午後１時〜４時　

※内容など、詳しくは問い合わせてください。　

定員　30人（申込順）　申込方法　８月１

日㈬〜31日㈮に電話または窓口で　会場・

申込・問合先　港公民館　K624-8855

女性のための無料健康講座

「ツボと健康　家庭でできるセルフケア」
治療体験もできます。　対象　女性　日時　

９月２日㈰　１回目…午前９時 30 分〜正

午、２回目…午後１時 30 分〜４時 30 分　

会場　総合福祉会館２階教養娯楽室　定員　

30 人（事前予約可）　問合先　焼津鍼灸

マッサージ師会　K622-8088

家庭教育学級学習会　参加者募集
■子育て世代のマネープラン　日時　９月

８日㈯　午前 10 時〜11時 30 分　会場　

大富公民館　講師　大
おお

石
いし

美
み

津
つ

子
こ

さん（金融

広報アドバイザー）　■スマホとゲームの付

き合い方　日時　９月14 日㈮　午前 10

時〜11 時 30 分　会場　総合福祉会館　

講師　松
まつ

田
だ

直
なお

子
こ

さん（NPO法人イーランチ）　

【共通】　対象　小学生以下の子どもを持つ

保護者　定員　30人（申込順）　※託児あ

り。詳しくは問い合わせてください。申込

方法　電話で（随時受付中）　申込・問合先　

社会教育課　K662-0511

甲種防火管理新規講習
対象　中学卒業程度の学力を有する人　日

程　９月12 日㈬、13 日㈭　会場　志太

消防本部（藤枝市稲川）　経費　3,650 円

（テキスト代）　申込期間　８月１日㈬〜31

日㈮　※申込方法など、詳しくはホームペ

ージ（Shttp://www.shida.or.jp/）を

見るか問い合わせてください。 問合先　志

太消防本部予防課　K623-0119

「ごみ減量サポーター養成講座」
受講生募集
地域において、ごみ減量やごみの分別によ

る資源化を推進する人材を育成します。　

対象　ごみの減量・分別に関心のある人　

申込締切　９月６日㈭　※申込方法など、

詳しくは問い合わせてください。　申込・

問合先　廃棄物対策課　K662-0572

〝いま〟をすてきに過ごしているあなたの 〝未来〟の為に！

高齢者の権利を守るセミナー「私が歩
いた道〜エンディングノート〜」
エンディングノートの書き方などをわかり

やすく説明します。　日時　８月 18 日㈯　

午前 10 時〜 11 時 30 分　会場　総合福

祉会館　定員　150 人（申込順）　申込方

法　８月８日㈬までに電話またはファクス

で　申込・問合先　焼津市中部包括支援セ

ンター　K626-8811　N620-8303

募集
静岡県大井川広域水道企業団 職員募集
募集職種・人数　土木職員１人、水質職員　

１人　一次試験日　10 月 21 日㈰　受付

期間　８月１日㈬〜９月 21 日㈮　※申込

方 法 な ど、 詳 し くは ホ ーム ペ ー ジ

（Shttp://www.oigawakoiki.or.jp）

を見るか問い合わせてください。　申込・

問合先　静岡県大井川広域水道企業団　

K0547-32-0136

そのほか
日本語教室ボランティア募集
日時・会場　①第１〜４金曜日　午後７時

〜９時　港公民館（石津港町）②第 2、４

水曜日　午後７時〜９時　和田公民館（田

尻）　※内容など詳しくは問い合わせてく

ださい。　問合先　焼津日本語教室　鈴
すず

木
き

和
かず

子
こ

　K090-4466-8094

親子であそぼう!!
対象　１歳以上の未就園児と保護者　日時　

９月８日㈯　午前 10 時〜 11 時 30 分　

会場　総合福祉会館　定員　80 組（申込順）　

申込方法　８月 20 日㈪〜 24 日㈮に市内

の地域子育てセンター窓口で　問合先　地

域子育て支援センター子育てサポートルー

ム　K627-2999 　※問い合わせは午後

１時〜４時に電話で。日・祝日は休み。

焼津市男女共同参画セミナー　
夏休み企画!!めざせ父弁・じいじ弁大賞!!
「親子料理教室」〜パパ・じいじと
お弁当〜
対象　小学生と父親または祖父　日時　８

月 19 日㈰　午前 10 時〜 11 時 30 分

会場　小川公民館　定員　20 人（10 組、

申込多数の場合は抽選）　申込締切　８月

15 日㈬　午後５時 15 分　※申込方法な

ど、詳しくは問い合わせてください。　問

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
る
一
切
の
責
任
は
広
告
主
に
帰
属
し
ま
す
。

せ ーナーコ知 らお

静岡再発見！！！しずぶんツアー

〜するが文学三館めぐり〜
焼津小泉八雲記念館、中勘助文学

記念館（静岡市）、藤枝市文学館を

バスで巡るツアーです。詳しくは問

い合わせてください。　

日時　９月21日㈮　午前９時15分

　〜午後５時　

集合・解散場所　焼津小泉八雲記念

　館

参加費　1,500 円（入館料、お弁

　当代など）

定員　20 人（申込順）

申込方法　８月 16 日㈭午前９時

　から電話で 　

申込・問合先　焼津小泉八雲記

　念館　K620-0022

■空き家・空き地活用セミナー　日時　９月８日㈯　午後１時30分〜４時　会場　焼津公民館大会議室　 参加無料　定員　80人（申込順）　申込方法　８月１日㈬〜９月７日㈮に電

話で（土・日・祝日、８月14日㈫〜16日㈭を除く月〜金曜日午前９時30分〜正午、午後１時〜４時30分）　申込・問合先　静岡不動産流通活性化協議会　事務局　K249-1555
お知らせ
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合先　市民協働課　K626-1178

「アフリカへようこそ」
講話や太鼓、食事、ダンスを通して、アフ

リカについて学ぶ国際交流イベントです。　

日時　８月 19 日㈰　午後１時 30 分〜５

時　会場　焼津公民館大集会室　会費　

500 円（小学生以下は無料）　※アフリカ

の食事と飲物付き。　定員　100 人　問

合先　国際生活文化交流「ワールドプラザ」　

長
なが

房
ふさ

　K628-5095

焼津市薬剤師会　夏のお薬イベント
日時　８月５日㈰　午後１時 30 分〜４時

30 分　内容　小学生向けの調剤体験など　

会場　焼津公民館　問合先　焼津市薬剤

師会　K623-2345（問い合わせは月〜金

曜日の午前９時〜正午まで）

第15回　ほほえみ夏祭り
日時　８月 25 日㈯　午後５時〜８時　内

容　ステージ、模擬店、抽選会など　会場　

大井川福祉センターせせらぎ広場　※雨天

時は福祉センター内で開催。　問合先　大

井川福祉センター　K662-0610

第33回あおい納涼祭
日時　８月４日㈯　午後５時 30 分〜　内

容　焼きそば・かき氷などの模擬店、太鼓、

盆踊り、花火（午後８時〜）　会場・問合先　

特別養護老人ホームあおい荘　K623-9002

市民文化祭俳句大会作品募集
「市民文化祭俳句大会」に発表する作品を

募集します（事前出句制）。参加費や申込

方法など、詳しくは公民館に設置の募集要

項を見るか問い合わせてください。　日時　

11 月４日㈰　午前 10 時〜午後４時 30

分　会場　焼津文化会館　締切　８月 31

日㈮（消印有効）　問合先　焼津市文化連

盟俳句部事務局　大
おおいし

石　K624-5734

ごみ減量に関する標語募集
ごみ減量に関する標語を募集します。　※

対象、応募方法など、詳しくは問い合わせ

てください。　締切　９月 14 日㈮（必着）　

問合先　焼津市まちをきれいにする運動推

進協議会事務 局（廃棄物対策課内 ）

K662-0572

全国一斉「子どもの人権110番」
強化週間〜ひとりで悩まず、電話し
てください〜
いじめや体罰、虐待などでお困りの人はお

電話ください。　日時　８月 29 日㈬〜９

月４日㈫　午前８時 30 分〜午後７時　相

談先　K0120-0
ぜろぜろなな

07-
の

1
ひゃくとおばん

10　問合先　静岡

地方法務局・静岡県人権擁護委員連合会　

K254-3555

不登校やニート、ひきこもり等の
悩みに個別に応じる合同相談会
相談機関や、学習支援団体、通信制・定時

制高等学校、サポート校、就労支援団体、

などが対応します。　日時　８月 25 日㈯　

午後０時 30 分〜３時 30 分　会場　静岡

市教育センター（静岡市葵区与一）　問合

先　 静 岡 県 教 育 委 員 会 社 会 教 育 課　

K221-3305

ディスカバリーパーク焼津天文科学館

お盆イベントのお知らせ
８月 11 日㈷から 17 日㈮まで、お盆イベ

ントを開催します。　■プラネタリウム　

お盆特別番組「ポケットモンスター」など

を投影します。　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。各日、午前

９時からその日のすべての回のチケットを

販売します）　■夏の特別展「クワガタ・

カブトムシ王国　世界の昆虫大発見！」　時

間　午前９時〜午後５時 30 分　観覧料　

大人（16 歳以上）300 円、子ども（４歳

〜15歳）100円　■科学工作コーナー「マ

ジカルぷにぷにボール」　水を入れると大

きくなる？！不思議なぷにぷにボールを作

ろう！　時間　正午〜午後４時　定員　各

日 300 人（先着順）　参加費　100 円　

※８月４日㈯・５日㈰・18 日㈯・19 日㈰・

25 日㈯・26 日㈰の午後１時〜４時も開催

します。詳しくは問い合わせてください。　

【共通】　日程　８月 11 日㈷〜 17 日㈮　

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

ディスカバリーパーク焼津天文科学館

イベントと臨時休館のお知らせ　

■サイエンスワークショップ「入浴剤ロケ

ットを飛ばそう」　入浴剤と水の力で飛ん

でいくロケットを打ち上げよう！　※悪天

候時は「雲をつくろう」にメニューを変更

します。　日時　８月 19 日㈰　午後１時

〜４時　■大人のための天文教室＋
プラス

（星空

案内人資格認定講座）　星空や宇宙につい

て学んでみませんか。　対象　16 歳以上　

日程　10 月８日㈷（３講座）、11 月 23

日㈷（２講座）、12 月９日㈰、１月 14 日㈷、

２月 11 日㈷、３月 10 日㈰　※１講座の

みの受講も可能です。時間や内容、参加費

など、詳しくは問い合わせてください。　

定員　各講座 15 人（申込順）　申込方法　

８月５日㈰午前 10 時から電話または窓口

で　■臨時休館　期間　８月 28 日㈫〜

31 日㈮　※展示・体験室は９月１日㈯・

２日㈰も休室　【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

ソフトテニスナイタースクール
受講生募集
対象　小学校４年生以上で市内在住・在勤・

在学の人　※中学生以下は保護者の送迎が

必要。　日程　８月 18 日〜 11 月 17 日

の毎週土曜日　時間　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　※持ち物など、詳しくは問い合わ

せてください。　問合先　焼津市ソフトテ

ニス協会　天
あま

野
の

　K620-3619

バウンドテニス初心者教室
対象　小学校４年生以上で焼津市・藤枝市

在住・在勤・在学の人　※中学生以下は保

護者の送迎が必要。　日時　８月７日㈫〜

12 月18 日㈫の間で全17 回　午後７時〜

９時　会場　総合体育館　参加費　一般…

300 円（１回）、中学生以下…100 円（１回）　

※持ち物、申込方法など詳しくは問い合わ

せてください。　問合先　焼津市バウンド

テニス協会　八
や

木
ぎ

末
ま

起
き

子
こ

　K627-3984

市民スポーツ祭
■グラウンドゴルフ（10月11日㈭）　会

場　石津海岸公園　申込方法　９月 18 日

㈫までに電話で　申込・問合先　桜
さくら

井
い

　

K624-2847　■テニス（９月９日㈰）　

会場　漁船員テニスコート　申込方法　８

月 26 日㈰までに電話で　申込・問合先　

事務局　K623-5511　■バレーボール

（10月21日㈰）　会場　焼津体育館ほか　

申込方法　９月 14 日㈮までに電話で　申

込・問合先　宮
みや

地
ち

　K625-2900　■な

ぎなた（10月27日㈯）　対象　会員お

よび経験者　会場　焼津体育館　申込方法　

８月 26 日㈰〜９月 23 日㈰に電話で　申

込・問合先　田
た

村
むら

　K627-7724　■陸

上　（９月30日㈰）　会場　総合グラウン

ド陸上競技場　申込方法　９月 10 日㈪ま

でに電話で　申込・問

合先　 原
はら

田
だ

　K623-

0339　【共通】　※参

加費など、詳しくは問

い合わせてください。

ソフトバレーボール（レディース）大会
対象　18 歳以上の女性４〜８人で構成さ

れたチーム　日時　９月 16 日㈰　午前８

時 30 分〜　会場　焼津西小学校体育館　
参加費　３千円（１チーム）　※申込方法

など、詳しくは問い合わせてください。　

問合先　上
うえ

澤
さわ

誠
せい

一
いち

　K090-7020-6098

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

「ひとり親家庭のための個別相談会」
生活・就業・法律の相談会。職業紹介や求

職登録、弁護士による親権・養育費などの

相談ができます。　日時・会場　８月６日

㈪　島田市役所会議棟１階大会議室（島田

市中央町）、８月 17 日㈮　静岡市役所清

水庁舎 302 会議室（静岡市清水区旭町）　

【共通】　時間　午前９時 30 分〜午後４時　

定員　10 人（申込順。予約優先。当日受

け付け可）　申込・問合先　母子家庭等就

業・自立支援センター　K254-1191

県統計グラフコンクール
日常生活の体験や収集した資料を統計的に表

現したグラフを募集します。　※対象や応募

方法など、詳しくはホームページ（Shttps://

toukei.pref.shizuoka.jp/concours/

index.html）を見るか問い合わせてください。　

申込締切　９月３日㈪（必着）　問合先　県

統計利用課　K221-2298

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　８月

19 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　８月 10 日㈮までに

電話で　申込・問合先　焼津商工会議所　

K628-6251

日時・会場　◇８月５日㈰　午前９時 30

分〜午後０時15 分、午後１時30 分〜４時

30 分／イオン焼津店　◇８月９日㈭　午後

２時30 分〜４時30 分／焼津市役所　問

合先　赤十字血液センター　K247-7142

【敬称略】　６月受付分　■社会福祉活動資

金寄附金　国際ソロプチミスト焼津（チャ

リティーバザー＆コンサート収益金）、士

、やすもり、見崎平八、大村公民館社会学

級、匿名２件　■文化事業基金寄附金　募

金箱…文化事業基金　2,748 円　

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　子供用一輪車、ベビ

ーチェア、学習机（椅子付）、スーツケー

ス　■ゆずってください　卓上ミシン（電

池式）、子供用ベッド、藤枝北高女子夏・

冬制服（155㌢ )、小川幼稚園男児制服一

式、折りたたみ式ベッド ( シングル )、チ

ャイルドシート（小児用）、クーハン、着

物　申込方法　８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

広報やいづ ２018-08-01 ⓮

広
告
に
関
す
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一
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ま
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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

■介護職員初任者（旧ヘルパー2級）研修　日程　９月１日〜12月８日の毎週土曜日　時間　午前９時〜午後４時30分　※会場・申込方法など、詳しくは問い合わ

せてください。　受講料　５万円（テキスト代含む）　定員　20人（申込順）　申込・問合先　社会福祉法人牧ノ原やまばと学園　関
せき

根
ね

・板
いた

倉
くら

　K0548-29-0221
お知らせ
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