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みる・きく
焼津図書館 子ども向けの催事
■おはなし会（３歳くらいから）　日時　毎

週土曜日　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　■あかちゃんおはなし会（２歳くらいま

で）　日時　９月９日㈬　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　定員　10組（先着順）

■むかしばなしのへや（６歳くらいから）　

日時　10月３日㈯　午前10時30分～　

会場　焼津図書館１階おはなしコーナー　

【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　９

月８日㈫・22日㈷　午前10時30分～　■

おはなしのへや（幼児・児童向け）　日時　

９月５日～26日の毎週土曜日　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

焼津シネマズ
対象　中学生以上　日時　９月20日㈰　

午後１時30分～　上映作品　ウィニング・

パス　定員　25人（申込順）　申込方法　

９月５日㈯午前９時から電話または窓口で　

会場　焼津小泉八雲記念館多目的室　申

込・問合先　焼津図書館　K628-2334

やいづ読書の会
日時　９月19日㈯　午後１時～３時　会場　

焼津図書館２階研修室　内容　ジョゼフ・

コンラッド著「闇の奥」を読んだ感想を語

り合う　定員　15人（先着順）　問合先　松
まつ

永
なが

　K090-7434-5348

まなぶ
ディスカバリーパーク焼津天文科
学館
■プラネタリウム・ワークショップ　プラ

ネタリウムを操作して星空を紹介する番組

作りを行い、最終回での投影を目指す講座

です。　対象　県内在住・在勤・在学の

18歳以上の人（高校生を除く）　日時　10

月９日㈮～令和３年３月６日㈯の全６回　

参加費　2,400円　定員　12人（申込順）　

申込方法　９月５日㈯午前10時以降に電

話または窓口で　※詳しくは問い合わせて

ください。　■大人のための天文教室＋
ぷらす

　

対象　県内在住・在勤・在学の16歳以上　

日時　11月３日㈷～令和３年３月７日㈰の

全７回　定員　各講座10人（申込順）　申

込方法　９月８日㈫午前９時以降に電話ま

たは窓口で　※開催日時や参加料など詳し

くは問い合わせてください。　【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

静岡県立大学 公開講座受講生募集
Y
ユ ー

out
チューブ

ube上でのオンライン講座を行いま

す。詳しくはホームページ（Shttps://

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

講演会 スポーツと政治
日程　11月９日㈪　午後３時30分～５時　

会場　ホテルアンビア松風閣　講師　龍
りゅう

崎
ざき

孝
たかし

さん（ジャーナリスト）　定員　60人（申

込順）　申込方法　９月10日㈭から電話ま

たはファクスで　申込・問合先　（公社）藤

枝法人会　K643-8410　N645-1310

スポーツ
サンライフ焼津 フィットネス教室
■ソフトヨガ　火曜日　午前10時30分～　

■シェイプアップ B
ブ ド ゥ

UDO e
エ ク サ サ イ ズ

xercise　火

曜日　午後７時20分～　■リズムウオー

キング　水曜日　午前10時30分～　■ヨ

ガ＆ヨガ棒エクササイズ　水曜日　午後８

時～　■しなやかピラティス　木曜日　午

前10時30分～　■チャレンジエアロ　木

曜日　午後７時20分～　■ヨガ　金曜日　

午後６時50分～　■ピラティス　金曜日　

午後８時～　【共通】　要予約　※参加費が

かかります。休講日など詳しくは問い合わ

せてください。　会場•申込・問合先　サ

ンライフ焼津　K627-3377

市民スポーツ祭
■弓道（９月20日㈰）　会場　焼津中央高

校または焼津弓道場　申込期限　９月20

日㈰午前９時まで　申込・問合先　青
あお

島
しま

　

K090-3879-8279　■ソフトテニス

（10 月18日㈰）　会場　市漁船員テニス

コート　申込期限　10月５日㈪　申込・問

合先　松
まつ

浦
うら

　K628-0603　【共通】　※

対象や参加費など、詳しくは問い合わせて

ください。

イベント
ディスカバリーパーク焼津天文科学館

火星と月を見る会
秋の澄んだ夜空に明るく光る火星と月を天

体望遠鏡で見てみよう！　日時　10月３日

㈯・４日㈰　①午後８時～　②午後８時30

分～　③午後９時～　※雨天・曇天の場合

は中止です。当日午後５時に実施可否を決

めます。　定員　各回30人（申込順）　申

込方法　９月12日㈯午前10時以降に電話

または窓口で　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

手作りハロウィン
対象　家族や友人グループなど　日時　①

10月24日㈯　②10月25日㈰　午前９時

30分～午後３時30分　会場　焼津青少年

の家　内容　カボチャランタン作りやペー

パーガーランド作り、ティーパーティー　定

員　各回40人程度（申込順）　申込方法　

９月19日㈯午後０時30分～10月４日㈰

午後４時に電話で　※参加費など詳しくは

問い合わせてください。　問合先　県立焼

津青少年の家　K624-4675

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

楽しく遊びましょう。　対象　子どもと保
護者　日時　９月13日㈰　午前10時～午

後１時　会場　総合福祉会館２階大広間　

※事前に体温を測ってから来場してくださ

い。　問合先　社会福祉協議会　K621-

2941

募集
令和３年度学生募集

静岡県中部看護専門学校 入学試験
■推薦入試　出願期間　９月29日㈫～10

月９日㈮　試験日　11月５日㈭　受験資格　

高等学校を令和３年３月卒業見込みの人　

■一般入試　出願期間　11月30日㈪～12

月10日㈭　試験日　h学科試験…令和３年

１月７日㈭　h面接試験…令和３年１月８

日㈮　対象　高等学校を卒業または令和３

年３月卒業見込みの人　【共通】　募集要項

請求方法　封筒の表に「募集要項請求」と

朱書きして、角２型の返信用封筒（宛先明記、

210円分の切手貼付）を同封し郵送する　

募集要項請求・問合先　〶425-0035　東

小川１-６-９　組合立静岡県中部看護専門

学校　K629-4311　N629-4313

駿遠学園職員募集
■一般事務　対象　35歳未満で大学また
は短期大学を卒業した人（見込みの人を含

む）で普通自動車運転免許を取得している

人　■児童支援員　対象　40歳未満で大
学または短期大学を卒業した人（見込みの

人を含む）で普通自動車運転免許を取得し

ている人　【共通】　採用日　令和３年４月
１日　基本給　大卒188,700円　短大卒
171,700円　試験日　10月24日㈯　午
前９時～　募集期間　10月２日㈮まで　勤

務条件　島田市職員に準ずる　※申込方法

など、詳しくは問い合わせてください。　

会場・問合先　特別地方公共団体駿遠学

園管理組合　K0547-46-4376

●  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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せ ーナーコ知 らお

やいづ防災メールに
ぜひ登録を

登録方法

Qyaizu-entry@tokyoanpi.sbs-

infosys.comへ空メール（件名や

本文がないメール）

を送信して登録し

てください。右の

二次元コードを読

み取り、送ること

もできます。

問合先　地域防災課　K623-2554

二次元コード

　災害に関する情報や同報無線の

放送内容をメールで受信できます。

フレイル
（虚弱）

防止

Ｚ

Ｚ

Ｚ

ＺＺ Ｚ

外出をひかえすぎて

　不活発による

　心身の健康への影響が心配されます

しっかり食べる

バランスの

　いい食事！

みんなでささえあい!!

コロナに負けるな!! がんばろう!!

まったく、うごかない時間

へらそうニャ

自宅でも ちょっとした

運動も

　お口を清潔に

毎日おしゃべり

ずっと家に　こもったり

海上保安大学校学生採用試験
１次試験日　10月31日㈯、11月１日㈰　

申込方法　９月７日㈪までに人事院ホーム

ページ「国家公務員試験採用情報N
ナ ビ

AVI」で　

※詳しくは問い合わせてください。　問合

先　海上保安庁清水海上保安部　K353-

1118　Shttps://www.jinji.go.jp/

saiyo/s iken/sennmonnsyoku_

kousotsu/kaidai/kaidai.html

自衛官募集
■航空学生　応募資格　h海上…18歳以

上23歳未満の人　h航空…18歳以上21

歳未満の人　受付期間　９月10日㈭まで　

１次試験日　９月22日㈷　■一般曹候補
生　応募資格　18歳以上33歳未満の人（入

隊時）　受付期間　９月10日㈭まで　１次
試験日　９月18日㈮～20日㈰のうち指定
する１日　■自衛官候補生　応募資格　
18歳以上33歳未満の人（入隊時）　受付期

間　随時募集　※試験日は、受け付け時に

問い合わせてください。　【共通】　※申し

込み方法など、詳しくは問い合わせてくだ

さい。　問合先　自衛隊藤枝地域事務所　

K643-6391

防衛大学校・防衛医科大学校学生募集
■防衛大学校学生　受付期間　h推薦およ

び総合選抜…９月５日㈯～11日㈮　h一

般…10月22日㈭まで　１次試験日　h
推薦…９月26日㈯・27日㈰　h総合選抜
…９月26日㈯　h一般…11月７日㈯・８

日㈰　■防衛医科大学校医学科学生　受付
期間　10月７日㈬まで　１次試験日　10
月24日㈯・25日㈰　■防衛医科大学校看

護学科学生（自衛官コース）　受付期間　
10月１日㈭まで　１次試験日　10月17日
㈯　【共通】　応募資格　令和３年４月１日
現在で18歳以上21歳未満の人（高等学校

などを卒業または卒業見込みの人）　※申
し込み方法など、詳しくは問い合わせてく

ださい。　問合先　自衛隊藤枝地域事務所　

K643-6391

悠々美化活動
ごみ拾いや草刈りを行います。　日時　９

月26日㈯　午前８時～８時30分　場所　

焼津神社境内　持ち物　軍手、草刈り鎌、

ビニール袋　問合先　交流会「四季悠々」　

新
にい

美
み

　K623-3358

そのほか
静岡県空き家の無料相談会
日時　９月26日㈯　午前10時～午後３時

（要予約）　会場　焼津公民館会議室５・６　

相談内容　空き家に関する相続、税金、法

律など　※相談時間は30分以内です。　

予約・問合先　静岡不動産流通活性化協議

会事務局　K247-3823

不動産無料相談会
日時　10月２日㈮　午前10時～午後４時　

会場　静岡市役所静岡庁舎会議室、清水庁

舎会議室　相談内容　不動産に関する鑑定

評価、価格、賃料、売買など　問合先　（公

社）静岡県不動産鑑定士協会　K253-

6715

交通事故の補償に関する相談
自動車事故の被害に遭い、示談を巡る損害

賠償の問題で困っている人に、弁護士が中

立・公正な立場で、当事者間の紛争解決を

手伝います。　問合先　交通事故紛争処理

センター静岡相談室　K255-5528

ハロウィンジャンボ宝くじ
この宝くじの収益金は、県内市町の明るく

住みよいまちづくりに使われます。　販売

期間　９月23日㈬～10月20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

外国人による不法入国対策を強化中
名古屋出入国在留管理局では、外国人によ

る不法入国を防止するため、海上保安庁や

警察などの関係機関と連携し、パトロール

および入国船舶に対する船内サーチなどの

水際対策を強化しています。　通報・問合

先　名古屋出入国在留管理局　K052-

559-2150（代）

停電情報お知らせサービス（無料）
停電情報をプッシュ通知で知らせるスマー

トフォンアプリが、さらに便利になりまし

た。ぜひ登録してください。　※詳しくは

問い合わせてください。　問合先　中部電

力パワーグリッド㈱　10120-985-232
（平日　午前９時～午後５時）

献血にご協力を！
日時・会場　◇９月６日㈰・27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　問合先　静岡県赤

十字血液センター　K247-7142

善意をありがとう
【敬称略】　７月受付分　■社会福祉活動資

金寄附金　ユニー株式会社”小さな善意で

大きな愛の輪”運動ピアゴ大覚寺店店長堀

田規正、士、やすもり、見崎平八、匿名６

件　■令和２年７月豪雨災害義援金　山竹

偉之、村松操、念仏の会、小板橋剛、佐藤

豊、鈴木寿美子、匿名１件　■文化事業基

金寄附金　募金箱…1,365円

不用品活用バンク
毎月５日（５日が祝休日の場合は翌平日）

から電話で申し込みを受け付けます。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　学習机（椅子付き）、家庭菜園ワケ

ギの種、お尻拭き（詰替用）未開封、液体

歯磨き未開封　■ゆずってください　小川

中学校女子夏・冬制服上下（150～160㌢）、

小川中学校通学かばん、レインコート（S

サイズ、白か黄色）　申込方法　９月７日

㈪の午前８時30分から電話で（申込順）　　

申込・問合先　くらし安全課　K626-1131
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贈をありがとう寄

　７月 16 日㈭、新型

コロナウイルス感染

症の拡大防止により

自由に遊べない子ど

もたちのストレスをチ

ョコレートで吹き飛ば

してもらおうと、ハ

ンター製菓㈱大井川

工場より放課後児童

クラブに、チョコレー

トの寄贈がありまし

た。チョコレートは、

市内 27 のクラブに配

布されました。

チョコレートで笑顔になって 　７月 22 日㈬、子ど

もたちの熱中症対策

に役立ててほしいと、

県中部の建設業者で

つくる地域貢献団体

「創造の集い なずな」

より焼津市保育園協

会に、ミストファン４

台の寄贈がありまし

た。このミストファン

は、なかよし保育園、

さくら保育園、明星保

育園、焼津南保育園

で活用されます。

ミストファンで熱中症防止へ


