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みる・きく
焼津図書館 子ども向けの催事
■むかしばなしのへや（６歳くらいから）　

日時　８月７日㈯　午前 10 時 30 分〜　会

場　焼津図書館１階おはなしコーナー　内容　

世界の昔話　■おはなし会（３歳くらいから）　

日時　８月７日〜 28 日の毎週土曜日　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　８月 11

日㈬・25 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）　【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
■乳幼児おはなしのへや　日時　８月 11 日

㈬・24 日㈫　午前 10 時 30 分〜　■幼児・

児童おはなしのへや　日時　８月７日〜 28

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

こども映画会
対象　小学生までの子どもとその保護者　日

時　８月 21 日㈯　午後２時 45 分〜　会場　

焼津小泉八雲記念館多目的室　上映作品　

「うっかりペネロペ みんなともだち編」など

３本　定員　24 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　申

込・問合先　焼津図書館　K628-2334

やいづ読書の会
日時　８月 21 日㈯　午後１時 30 分〜３

時 30 分　会場　小川公民館　内容　レ

イ・ブラッドベリ著「華氏 451 度」を読

んだ感想を語り合う　会費　100 円程度　

※詳しくはホームページ「やいづ読書の会」

を確認してください。　問合先　松
まつなが

永　

K090-7434-5348

まなぶ
国連外国語講座（英会話・ハングル）
■英会話　コース　初級・初中級・中級・

上級　会場　静岡県教育会館（静岡市）　　

■ハングル　コース　入門・初級　会場　

静岡県観光・国際交流センター（静岡市）　

【共通】　期間　９月〜 12 月（週１回）　

受講料　１万６千円　申込期限　８月 31

日㈫　※開催日時や申込方法など、詳しく

は問い合わせてください。　問合先　（公

財）静岡県国際交流協会　K202-3411

看護師等再就業研修
対象　看護の仕事をしていない看護職免許保

有者　日時　９月 13 日㈪・14 日㈫・15 日

㈬　午前９時 30 分〜午後３時 30 分　会場　

静岡県看護協会（静岡市）　内容　最近の看

護の動向や感染対策、高齢者・認知症の看護

など　定員　20 人程度（申込順）　申込期限　

９月６日㈪　申込方法　電話で　※詳しくは

問い合わせてください。　申込・問合先　静

岡県ナースセンター　K202-1761

シルバー人材センター パソコン教室
対象　市内在住者　会場　サンライフ焼

津、和田公民館　内容　パソコンの設定、

基本操作など　申込方法　電話で　※日程

など、詳しくは問い合わせてください。　

申込・問合先　焼津市シルバー人材センタ

ーパソコン担当　K622-3510

「焼津アルプス」自然ガイド養成講座
期間　８月〜令和４年２月（全８回）　※講

義は平日午後７時〜９時、実習は休日実施。　

内容　高草山や満観峰、花沢山などの「焼

津アルプス」で見られる動植物の基礎知識

や山登りの救急知識など　参加費　千円

（資料代）　定員　15人程度（申込順）　申

込方法　電話で　※詳しくは問い合わせて

ください。　申込・問合先　志太自然ネッ

トワーク事務局　K090-8550-5356

病気の正しい知識や対応の仕方を学ぶ

家族学習会
対象　統合失調症などの精神疾患を持つ人

の家族（全５回参加できる人）　日時　８

月 28 日㈯、９月 11 日㈯・25 日㈯、10

月２日㈯・16 日㈯　午後１時 30 分〜４

時 30 分　会場　総合福祉会館３階中会議

室　内容　テキストを使用し、家族の体験

交流などで当事者の未来を考える　参加費　

1,700 円（テキスト代）　定員　10 人程

度（申込順）　申込方法　参加申込書を提

出　※詳しくは問い合わせてください。　

申込・問合先　地域福祉課　K626-1127

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〜　■女

性のためのファンクショナルトレーニング　

水曜日　午後６時50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
■バウンドテニス　対象　焼津市・藤枝市

に在住、在勤、在学する人　日程　９月５

日㈰　会場　総合体育館　参加費　600

円　申込方法　８月 11 日㈬までに電話で　

申込・問合先　八
や

木
ぎ

　K627-3984　■

スポレック　対象（２人ペア）　h男子　

h女子　h混成 A（年齢制限なし）　h混

成 B（男子 45 歳以上、女子 40 歳以上）　

h混成 C（男子 60 歳以上、女子 55 歳以

上）　日時　８月９日㉁　午前９時〜午後

５時　会場　総合体育館　参加費　協会登

録会員千円、一般３千円　定員　120 人

程度（申込順）　申込方法　８月６日㈮ま

でに電話かファクスで　申込・問合先　松
まつ

本
もと

　K・N626-1344　 ■ 柔 道　対象　

市内在住・在勤・在学の幼児以上で、６カ

月以上の経験があり、健康な人　日程　

11 月 14 日㈰　会場　焼津体育館　参加

費　500 円　申込方法　10 月３日㈰まで

に電話で　申込・問合先　吉
よし

田
だ

　K080-

6900-0937　■陸上競技　対象　市内在

住・在勤・在学の人　日時　10 月 10 日

㈰　会場　総合グラウンド陸上競技場　参

加費　トラック・フィールド競技 400 円、

リレー１チーム700 円　申込方法　９月

19 日㈰までに電話で　申込・問合先　原
はら

田
だ

　K623-0339　

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 19 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　所定の様式に必

要事項を記入し、８月 31 日㈫までに郵送

で（必着）　※様式については問い合わせて

ください。　申込・問合先　〶 425-0033　

小川 2784-1　上
うえ

澤
さわ

　K624-0220

ソフトテニスナイタースクール
対象　市内在住・在勤・在学で小学３年生

以上の人　※中学生以下は保護者の送迎が

必要。　日程　９月４日〜11月13 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　

5,500 円　定員　40人（先着順）　※９月

４日㈯午後５時15 分〜受け付けします。

持ち物　テニスラケット　問合先　焼津市

ソフトテニス協会　K620-3619

イベント
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
■プラネタリウム　夏休み特別番組「クレ

ヨンしんちゃん 星空と学校の七不思議だ

ゾ」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）

●  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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　夏は食中毒が発生しやすい時期

です。次のことに注意し、食中毒

や感染症を予防しましょう。

h小まめに手洗いを

h食品は速やかに食べる

h イベントで食品を提供する際は

事前相談を

問 合先　h県中部保健所衛生薬務

課　K644-9283

h焼津市食品衛生協会

　K629-6550

８月は食中毒防止月間

食中毒・感染症予防に

「手洗い」を！

お知らせ
■ みんなでソーレ！～カヌーだよ！全員集合～　対象　３歳以上　日程　①８月22日㈰　②９月５日㈰　③10月３日㈰　会場　焼津青少年の家および焼津漁港小川内港　

参加費　300円　申込期限　①８月８日㈰　②８月22日㈰　③９月19日㈰　※詳しくは問い合わせてください。　申込・問合先　県立焼津青少年の家　K624-4675
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200円　定員　各回120人（先着順。各日、

午前９時からその日の全ての回のチケット

を販売します）　※投影時刻はホームページ

を見るか問い合わせてください。　■夏の

特別展「撮りまくれ！びっくり写真トリッ

クワールド」　時間　午前９時〜午後４時

30 分　※１時間ごとの入れ替え制。　観

覧料　大人（16 歳以上）300 円、子ども（４

歳〜 15 歳）100 円　【共通】　開館日時　

８月９日㉁〜 15 日㈰　午前９時〜午後５

時　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　
■生解説プラネタリウム「星に願いを！流

星群を見てみよう」　期間　８月 29 日㈰ま

で　※投影時刻はホームページを見るか問

い合わせてください。　観覧料　大人（16

歳以上）600 円、子ども（４歳〜 15 歳）

200 円　定員　各回 120 人（当日先着順）　

■子ども宇宙教室2021「ファイナリスト

が語る！宇宙飛行士選抜試験」　対象　小

学生以上　日時　９月 25 日㈯　午後２時

30 分〜４時　講師　内
うち

山
やま

崇
たかし

さん（前回宇

宙飛行士選抜試験ファイナリスト）　定員　

120 人（申込順）　申込方法　８月７日㈯

午前 10 時から電話か窓口で　■臨時休館　

期間　８月 24 日㈫〜 27 日㈮　※８月

28 日㈯・29 日㈰は展示・体験室のみ休

室します。　【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

伝統文化子ども教室

「まがたまをつくろう！」
対象　小学生　※小学３年生以下は保護者

同伴。　日時　８月 21 日㈯　h午前の部

…午前９時 30 分〜 11 時 30 分　h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　参加費　300

円　定員　各回 15 人（申込順）　申込方

法　８月７日㈯から電話か窓口で（一度の

申し込みで３人まで）　※持ち物など、詳

しくは問い合わせてください。　申込・問

合先　歴史民俗資料館　K629-6847

第 18 回ほほえみ夏祭り中止
第 18 回ほほえみ夏祭りは、新型コロナウ

イルス感染症拡大防止のため、開催を中止

します。　問合先　焼津市社会福祉協議会 

大井川支所　K662-0610

第 36 回あおい納涼祭 ( 打ち上げ
花火のみ )
日時　８月７日㈯　午後７時 40 分〜　※

来場は不可。　問合先　特別養護老人ホー

ムあおい荘　K623-9002

募集
ディスカバリーパーク焼津天文科学館

臨時職員募集
募集職種・人数　受け付けスタッフ　１人　

応募資格　次の要件を全て満たす人　h高

校卒業以上でワード、エクセルなどパソコ

ンの基本操作ができる　h勤務地まで通勤

可能な範囲に住んでおり、普通自動車免許

を保有している　募集期間　随時　採用期

間　採用日〜令和４年３月 31 日（勤務状

況により更新あり）　※募集要項など詳し

くはホームページを見るか問い合わせてく

ださい。　勤務地・問合先　ディスカバリ

ーパーク焼津天文科学館　K625-0800　

Shttps://www.discoverypark.jp

県すこやか長寿祭
■①スポーツ交流大会　②文化交流大会　
対象　原則 60 歳以上（県内在住で昭和 38

年４月１日以前に生まれた人）　開催期間　

９月〜令和４年３月　会場　草薙総合運動

場ほか県内各地　競技種目　①…卓球、テ

ニス、剣道など　②…囲碁、将棋、健康マ

ージャンなど　※一部競技で「ねんりんピ

ックかながわ 2022」の代表選手選考を兼

ねます。　※総合開会式、健康・生きがい

講演会は、９月９日㈭にグランシップ大ホ

ール・海で行います。　※参加には事前申

し込みが必要です。詳しくは問い合わせて

ください。　■美術展作品募集　対象　県

内在住で昭和 38 年４月１日以前に生まれ

たアマチュアの人が創作した未発表作品　

募集部門　日本画、洋画、彫刻、工芸、書、

写真　展示期間　令和４年１月８日㈯〜

16 日㈰　展示会場　グランシップ展示ギ

ャラリー（静岡市）　出品料　２千円　申

込期限　10 月 20 日㈬（消印有効）　※詳

し く は ホ ー ム ペ ー ジ（http://www.

sukoyaka.or.jp）を見るか問い合わせて

ください。　【共通】　問合先　公益財団法

人しずおか健康長寿財団　K253-4221

やさしい気功教室
日時　９月２日〜 10 月 21 日の毎週木曜日

（全７回）　※９月 23 日㈷を除く　時間　午

後２時〜３時 30 分　会場　焼津市大井川福

祉センター　参加費　3,500 円（保険料含

む）　定員　15 人程度（申込順）　申込方法　

８月 23 日㈪までに電話またはファクス、メ

ールで　※詳しくは問い合わせてください。　

申込・問合先　焼津市日中友好協会事務局

（市民協働課内）　K626-2191　N626-

2194　Qkyodo@city.yaizu.lg.jp

そのほか
子育てに優しい会社を全国へアピ
ールしてみませんか？
県では、子育てに優しい職場環境づくりに

取り組む県内の企業などを表彰します。　

対象　県内所在の企業、事業所など　申込

期限　９月 17 日㈮　※募集部門など、詳

しくは問い合わせてください。　申込・問

合先　県こども未来課　K221-2037

志太３市（焼津市・藤枝市・島田市）連携

UIJ ターン就職促進協議会主催

オンライン d
で

e 就活
県中部地域の企業 20 社が参加する合同企

業説明会です。　対象　令和４年３月以降

に卒業予定の学生　日時　８月 20 日㈮　

午後１時〜４時　参加方法　オンライン

会議ツール「R
リ モ

emo」を使用　※詳しく

は問い合わせてください。　問合先　㈱東

海道シグマ　K0120-034-036

焼津商工会議所 創業・起業個別相談
対象　創業・起業を目指す人　日時　８月

15 日㈰　午後１時 30 分〜４時 30 分　

会場　和田公民館会議室２　定員　３人

（申込順）　申込方法　８月６日㈮までに電

話で　※平日にも実施しています。詳しく

は問い合わせてください。　申込・問合先　

焼津商工会議所　K628-6251

中小企業退職金共済（中退共）制度
中退共制度は、中小企業のための国の退職

金制度です。国による掛け金助成や税法上

の優遇を受けることができます（一部対象

外あり）。　問合先　（独）勤労者退職金共

済機構中小企業退職金共済事業本部　

K03-6907-1234

献血にご協力を！
日時・会場　８月８日㈰・21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　赤

十字血液センター　K247-7142

善意をありがとう
【敬称略】　６月受付分　■社会福祉活動資金

寄附金　田子重小川店、田子重登呂田店、八

巻好江・前川いづみ、士、見崎平八、高橋道

弘、大村公民館ミオストリングスヴァイオリ

ンコンサート、匿名５件　■令和２年７月豪

雨災害義援金　多々良匡　■文化事業基金

寄附金　募金箱…9,856 円（４月〜６月分）

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　

碁石、耐火金庫、ベッド２台（クイーンサイ

ズ・ダブルサイズ）、テレビ台　■ゆずって

ください　ブルーシート（ハトメ付き）、ト

ラロープ　申込方法　８月５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

広報やいづ ２021-08-01 ⓮
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　６月 25 日、焼津市消防団は機能

別消防隊「事業所団員」として新

たに焼津漁業協同組合の従業員 14

人を任命しました。

　焼津漁業協同組合の団員は、就業中

に焼津港周辺で火災が発生した場合に

出動し、被害を最小限に抑えるため、

避難誘導や交通整理など、消火活動の

後方支援に当たります。

　これにより、市内の機能別消防隊は

５団体となり、焼津市消防団員は定数

の 528 人に達しました。

水道工事休日当番店 時間　午前８時 30分～午後５時
問合先　各当番店

日付 当番店・電話 日付 当番店・電話

１日㈰
藁科設備工業㈱

K627-5477
14日㈯

㈱志太設備工業所
K622-0369

８日㈷
㈱小泉建設

K628-4563
15日㈰

㈲村本配管工業
K624-9556

９日㉁
本橋建設㈱

K629-0248
22日㈰

池谷水道設備㈱
K628-4332

13日㈮
㈱池ヶ谷設備工業所

K622-1439
29日㈰

㈲大一配管
K624-4217

焼津漁業協同組合焼津漁業協同組合にに消防団機能別消防隊消防団機能別消防隊がが発足！発足！

■ みんなで釣～れ！～焼津の海で初めての堤防釣り～　対象　小学生以上の海釣り初心者　日程　９月 23 日㈭、10 月17日㈰　会場　焼津青少年の家および焼津漁港小川外

港石津南岸壁　参加費　700 円　申込期間　８月 20 日㈮　正午〜24 日㈫　正午　※詳しくは問い合わせてください。　申込・問合先　県立焼津青少年の家　K624-4675
お知らせ


