
⓯ ２019-02-01 広報やいづ

第26回焼津福祉会作品展
焼津福祉会が運営する施設の利用者による

絵画や手工芸、書などの作品展です。　会

期　２月 28 日㈭～３月３日㈰　午前９時

～午後５時（最終日は午後３時まで）　会

場　ふれあいギャラリー　問合先　焼津福

祉会虹の家　K629-5712

焼津シネマズ
対象　中学生以上　日時　２月 17 日㈰午

後１時 30 分～（110 分）会場　焼津図

書館２階視聴覚室　内容　映画「アヒルと

鴨のコインロッカー」　定員　25 人（申

込順）　申込方法　２月５日㈫午前９時か

ら電話または窓口で　※アルコール以外の

飲み物の持ち込みができます。　申込・問

合先　焼津図書館　K628-2334

やいづ読書の会
日時　２月16 日㈯　午後１時～３時　会

場　焼津図書館　内容　三
み

島
しま

由
ゆ

紀
き

夫
お

著「午

後の曳
えい

航
こう

」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　２

月２日㈯・９日㈯・16 日㈯・23 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　２月２日㈯、３月２

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　２月９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　日程　２月13 日㈬・27 日㈬　会

場　焼津小泉八雲記念館　時間　午前10

時 30 分～　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　２月 13 日㈬・26

日㈫　午前 10 時 30 分～　■幼児・児童

向け　日時　２月２日㈯・９日㈯・16 日

㈯・23 日㈯、３月９㈯　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

朗読とお話-八雲が好きだったもの-
八雲の妻、小泉セツ夫人が回顧録「思い出

の記」の中で紹介した”八雲の好きだった

もの”を、作品の朗読を交えながら紹介し

ます。　日時　２月 24 日㈰　午後２時開

講（午後１時 30 分開場）　会場　焼津小

泉八雲記念館　講師　桑
くわ

畑
はた

のり子さん　定

員　40 人（申込順）　申込方法　２月５

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

東日本大震災写真展
写真を通じて、防災・減災について、そし

て命の大切さについて一緒に考えてみませ

んか。　日程　２月５日㈫～２月 11 日㈪　

会場　JR 静岡駅北口地下広場イベントス

ペ ー ス　問合先　 ア ス タ ワ ー ク ス　

K055-991-7570

まなぶ
しずおか中部連携中枢都市圏地域課題解決

事業平成30年度採択事業

第３回英文多読入門講座「英語で
読む小泉八雲 in焼津」
日時　２月 17 日㈰　午前 10 時～ 11 時

30 分　会場　焼津小泉八雲記念館多目的

室　講師　後
ご

藤
とう

隆
たか

昭
あき

さん（静岡県立大学言

語コミュニケーション研究センター特任講

師）　定員　20 名（申込順）　申込方法　

２月５日㈫午前９時から電話または窓口で　

※小学生以下は保護者同伴　申込・問合

先　焼津図書館　K628-2334

ハローワーク焼津・焼津市共催

就職面接会の開催
■生涯現役就職面接会　対象　おおむね

60 歳以上の人　日時　２月 20 日㈬　午

後２時～４時（受付開始は午後１時 45 分

から）　■パート就職面接会　対象　パー

トで仕事を探している人　日時　３月８日

㈮　午後２時～４時（受付開始は午後１時

45 分から）　※託児あり（要申込）。詳し

くは問い合わせてください。　【共通】　会

場　総合福祉会館３階多目的ホール　持ち

物　履歴書（面接希望の人）　問合先　ハ

ローワーク焼津職業紹介部門　K628-

5155（部門コード 41 ♯）

ハローワーク焼津・焼津市・藤枝市・静岡

県共催

障害者就職面接会の開催
対象　障害のある人　日時　２月 25 日㈪　

午後１時 15 分～３時 30 分（受付開始は

午後０時 30 分）　会場　総合福祉会館３

階多目的ホール　持ち物　履歴書数枚、障

害者手帳、筆記用具　問合先　ハローワー

ク焼津求人・専門援助部門　K628-

5155（部門コード 31 ♯）

志太地区労働者福祉協議会主催就労支援セ

ミナー

「聴き方・伝え方のレッスン〜より
よい職場関係づくりのために〜」
自らの気付く力、人間力、会話の力、言葉

の力を高めて、よりよい職場関係を作りま

しょう。　日時　２月 20 日㈬　午後６時

20 分～８時　会場　焼津市民文化会館練

習室　定員　40 人（申込順）　申込方法　

２月８日㈮までにファクスまたは電話で　

申込・問合先　志太地区労働者福祉協議

会　K645-2811　N645-2344

募集
放送大学入学生募集
2019 年４月入学生を募集しています。

心理学・福祉・経済・歴史・文学・情報・

自然科学など、約 300 の幅広い授業科目

があり、１科目から学ぶことができます。

※資料を無料配布しています。詳しくは

問い合わせてください。　出願期間　第

１回…２月 28 日㈭（必着）、第２回…３

月１日㈮～ 17 日㈰（必着）　問合先　放

送大学静岡学習センター　K055-989-

1253

そのほか
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　２月10 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

大人の折り紙講座参加者募集
ひな祭りを折り紙で楽しみませんか　日時　

２月８日（金）　午後１時 30 分～３時 30

分　会場　大井川図書館研修室　講師　大
おお

橋
はし

道
みち

代
よ

さん　定員　10 人（申込順）　持

ち物　はさみ、筆記用具　申込方法　電話

または窓口で　申込・問合先　大井川図書

館　K622-9000

伝統文化子ども教室「まがたまを

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
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せ ーナーコ知 らお

朝比奈川堤に咲く越前水仙

▲ 朝比奈川堤の越前水仙

お知らせ
■富士山の日記念・無料法律相談会　日時　２月25日㈪～３月１日㈮　会場　静岡県法律会館（静岡市葵区）　予約優先　申込・問合先　静岡県弁護士会　K252-

0008

　関方付近の朝比奈川左岸堤で

は毎年越前水仙が咲き、冬の風

物詩となっています。

　この越前水仙は、福井県から

友好の証しとして１万６千個の

球根が贈られ、地元の環境美

化活動などに取り組んでいる「山

の手未来の会」と福井県人会に

より植えられたもの

です。

動画は２次元コードか
ら▶

つくろう！」参加者募集
自分だけのオリジナルまがたまを作ってみ

ませんか　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 人同伴 )　日

時　３月３日㈰、午前の部…午前９時 30

分～ 11 時 30 分、午後の部…午後１時

30 分～３時 30 分　会場　焼津文化会館

３階会議室　定員　各回 25 人（申込順）　

持ち物　マスク、タオル　服装　汚れても

よい服装　参加費　300 円 ( 材料代 )　

申込方法　２月９日㈯午前９時から電話ま

たは窓口で（午前９時～午後５時・月曜休

館）　申込・問合先　歴史民俗資料館　

K629-6847

焼津図書館・大井川図書館

図書・雑誌などの無償配布
出版から年数が経過し利用の少なくなった

資料や、保存期限が過ぎた雑誌などを無償

配布します。持ち帰る際の袋を持参してく

ださい。　■焼津図書館　日時　２月 23

日㈯・24 日㈰　午前９時～午後１時　会

場　焼津図書館研修室・視聴覚室　配布冊

数　１人につき図書 10 冊、雑誌 10 冊ま

で　問合先　焼津図書館　K628-2334　

■大井川図書館　日時　３月２日㈯・３日

㈰　午前９時～午後４時　会場　大井川図

書館研修室　配布冊数　

１人につき図書 10 冊、

雑誌 10 冊まで　問合

先　 大 井 川 図 書 館　

K622-9000

ディスカバリーパーク焼津天文科学館

催事のお知らせ
■星空観望会　プラネタリウムで星空を見

た後、静岡県最大の天体望遠鏡を使った天

体観察や、星座探しをしよう　日程　毎週

土・日曜日（雨天・曇天の場合、またイベ

ントなどの都合により、休止することがあ

ります）　定員　各日 50 人（申込順）　参

加費　100 円（４歳以上）　申込方法　電

話または窓口で （１カ月前から予約を受け

付けます）　■サイエンスワークショップ

「ロボットプログラム体験広場」　ロボット

（レゴマインドストーム）をタブレットパソ

コンでプログラムする体験をしてみよう！　

日時　２月 24 日㈰、３月２日㈯・３日㈰　

午後１時～４時（各回 20 分、全９回の入

れ替え制）　定員　各回７組（先着順、各

日午前 10 時から受け付け）　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

第69回静岡県勤労者総合美術展
出品作品募集
募集作品　絵画、書、写真、手工芸、コン

ピューターグラフィックなど　応募期間　

２月 25 日㈪～３月15 日㈮　※応募方法

など、詳しくは ホームページ（http://

plaza3.dws.ne.jp/～ scn00855/）を

見るか問い合わせて下さい。　申込・問合

先　一般社団法人静岡県労働者福祉協議

会　K221-6241

第９回ソフトバレーボールフェスタ　
レディース&混成大会
対象　①レディース…18 歳以上の女性４人　

②混成 A…18 歳以上の男女各２人　③混

成 B…45 歳以上の男女各２人　④混成 C

…55 歳以上の男女各２人　日時　３月 21

日㈷　午前８時15 分から　会場　総合体

育館　参加費　１チーム３千円　申込方法　

２月 20 日㈬までに郵

送で（必着）　申込・問

合 先　 〶 425-0033　

小川 2784-1　上
うえ

澤
さわ

誠
せい

一
いち

　K09 0 -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

UDOe
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～、トランポ

リンフィットネス　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

３月３日㈰に焼津市医師会で国保
特定健診を実施します
特定健診と同時に、大腸がん検診や肝炎検

診、ピロリ菌胃がんリスク検診も実施でき

ます。　対象　焼津市国保に加入している

昭和 29 年４月１日～昭和 54 年３月 31

日生まれの人で特定健診未受診の人　日時　

３月３日㈰　午前８時 30 分～１１時 30 分　

会場　焼津市医師会館２階（西小川 5-6-

3）　費用　千円　※特定健診のみの場合。

詳しくは申し込みの際に問い合わせてくだ

さい。　定員　200人（申込順）　申込方

法　電話で（月～金曜日は午前９時～午後

６時、土曜日は午前９時～正午）　申込先　

焼津市医師会　K628-5202　問合先　

健康づくり課　K627-4111

平成30年度婦人科健診
対象　子宮がん検診、乳がん検診のどちら

かが今年度受診対象者で、未受診の人　日

時　２月 22 日㈮・25 日㈪、３月１日㈮　

会場　保健センター　申込方法　平成 30

年６月に送付した婦人科健診受診券に同封

されている申し込みはがきに必要事項を記

入し郵送するまたはホームページ（http://

www.seirei.or.jp/hoken/） で　 ※ 受

診券が見当たらない場合など、詳しくは問

い合わせてください。　問合先　健康づく

り課　K627-4111

焼津商工会議所による創業・起業
個別相談について
対象　創業・起業を目指す人　日時　２月

１日～28 日の月～金曜日（祝日を除く）、

２月10 日㈰　午後１時 30 分～４時 30

分　※開催日により会場や定員が異なりま

す。詳しくは問い合わせてください　問合

先　焼津商工会議所　K628-6251

日時・会場　◇２月３日㈰、10 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　◇２月 14

日㈭　午後２時 30 分～４時 30 分　市役

所本館舎西側駐車場　問合先　赤十字血液

センター　K247-7142

【敬称略】　12月受付分　■社会福祉活動

資金寄附金　第 37 回福祉まつり「ふれ

あい広場」参加団体一同、大富公民館ボ

ランティアグループ毛糸編み 10 センチ

運動、港地区民生委員児童委員協議会、

焼津第 1 地区民生委員児童委員協議会、

手あみの会、石脇ミニデイはたかけの会、

大畑末広、焼津第 2 地区民生委員児童委

員協議会、藤美会、士、ミニデイおひさ

まの会、見崎平八、小森よう子、大富公

民館ひまわり学級、匿名４件　■東日本

大震災義援金　ちきり清水商店　■平成

30年度ほほえみ基金寄附金　焼津市竹工　

芸クラブ　■文化事業基金寄附金　募金

箱…470 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　犬小屋（茶色、プラ

スチック製、中型犬用）、ダブルベッド（収

納付き）、折りたたみ式ベッド（シングル）、

会議用の机・椅子、学習机・椅子　■ゆず

ってください　ソファ（三人掛け）、花ば

さみ、豊田小体操服上下 (130 ～、半袖・

長袖 )、オーディオ用ヘッドホン、静岡北

高女子夏・冬制服 (160㌢ )、黒石小女子夏・

冬制服上下 (130 ～ 140㌢ )、黒石小体

操服上下 (130 ～ 140㌢ )、焼津東小女

子夏・冬制服上下 (150㌢位 )、大村中男

子夏・冬制服上下 (170㌢位 )　申込方法　

２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
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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

　市立総合病院では、院内感染防止のため、面会制限を実施してい

ます。つきましては、できる限り面会を遠慮してください。

問合先　市立総合病院感染管理室　K623-3111（代表）

インフルエンザ患者急増に伴い面会制限を
実施しています

　静岡県内のインフルエンザの患者報告数が警報レベルの基準値を

超えました。今後も、さらに流行が拡大する可能性が考えられます

ので、感染拡大防止に努めていただくようお願いします。　

インフルエンザにかかったら

h 咳などの症状が出た場合は、必ずマスクを着用の上、早めにか

かりつけや近くの医療機関を受診しましょう

h インフルエンザと診断されたら医師の指示を守って服薬し、外出

を控えるとともに、家庭内でも咳エチケットを徹底し、十分な休養

をとりましょう

問合先　健康づくり課　K627-4111

インフルエンザ患者報告数が「警報レベル」を
超えました！

　昨年11月に発行した「焼津市市民

便利帳（2018年度保存版）」について、

誤りがありました。お詫びして訂正さ

せていただきます。

h 128ページ「一般社団法人焼津市
医師会」の電話番号

（誤）054-628-5205

（正）054-628-5202

焼津市市民便利帳の
誤りについて

お知らせ
■A

エー

F
エフ
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留学説明会　対象　高校生以下で留学に興味のある人　日時　３月24日㈰　午後1時30分から　会場　パルシェ７階第２会議室（静岡市葵区）　問合先　

AFS静岡支部池谷　K070-1501-3568


