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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　３月５日㈯　午前 10 時 30 分時 ～

会場　焼津図書館１階おはなしコーナー場

内容　世界の昔話　容 ■おはなし会（３歳く

らいから） 日時　３月５日～ 26 日の毎時

週土曜日　午後２時～ 会場　焼津図書館場

１階おはなしコーナー 内容　絵本や紙芝容

居 ■あかちゃんおはなし会（２歳くらい

まで） 日時　３月９日㈬・23 日㈬　午時

前 10 時 30 分～ 会場　焼津小泉八雲記場

念館多目的室　内容　絵本や手遊び　容 定員

10 組（先着順）【共通】 問合先　焼津図先

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 ３月８日

㈫・23日㈬　午前10時30分～ ■幼児・

児童おはなしのへや 日時 ３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　先 K622-

9000

志太マンドリン・ギターアンサンブル

サロンコンサート
日時　４月３日㈰　午後２時～（開場は午時

後１時 20 分）　会場　総合福祉会館　場 定

員　160 人（先着順）　演奏曲　イエスタ

デイ、津軽海峡冬景色、神田川など　問合

先　志太マンドリン・ギターアンサンブル　先

鷲
わし

山
やま

K643-7586

第 17回 スプリングギターフェステ
ィバル
日時　３月 20 日㈰　午後１時 30 分～４時

時 40 分　会場　藤枝市生涯学習センター場

（藤枝市）　内容　クラシックギターアンサ容

ンブル、ソロ演奏　出演者　静岡高校、静者

岡城北高校ギター部、焼津ドーン、藤枝ド

ーン、フリーバース、あら器量など　問合

先　NPO 法人ギター音楽教育プロモーシ先

ョン　河
かわ

田
だ

K623-3433

やいづ読書の会
日時　３月 19 日㈯　午後１時 30 分～３時

時 30 分　会場　小川公民館　場 内容　レイ容

チェル・カースン著「われらをめぐる海」

を読んだ感想を語り合う 会場費　100費

円　※詳しくはホームページ（https://

yaizudokusyonokai.jimdo.com/）を

確認してください。　問合先 松
まつなが
/）を/）を

永

K090-7434-5348

まなぶ
焼津図書館サイエンス講座

「音であそぼう！」
対象対対 　小学１年～３年生（保護者の同伴は象

１人まで）　日時　３月 24 日㈭　午後１時

時 30 分～２時 30 分　会場　焼津図書館場

２階研修室　内容　小学校低学年向けに音容

についての簡単な実験や工作、講座内容に

合わせた読み聞かせを行います。 講師

ディスカバリーパーク焼津天文科学館職員　

持ち物　はさみ、カラーペン　物 定員　10員

組（申込順）　申込方法　３月４日㈮から法

電話か窓口で　申込・問合先　焼津図書館　先

K628-2334

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～ガ

11 時 30 分　■リズムウオーキング　水グ

曜日　午前10時30分～ 11 時 30 分　■

ヨガ＆ヨガ棒エクササイズ　水曜日　午後ズ

８時～９時　■しなやかピラティス　木曜ス

日　午前10時30分～ 11 時 30 分　■チ

ャレンジエアロ　木曜日　午後７時20分

～８時 20 分　■ヨガ　金曜日　午後６時ガ

50分～７時 50 分　■ピラティス　金曜ス

日　午後８時～９時　【共通】 要予約　※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　先 K627-3377

焼津高校 S
サ ル タ ー ト

altar スポーツ教室
対象　小学生、中学生　象 日時　毎週月曜日　時

午後６時～　会場　焼津高等学校　場 種目　

トランポリン、バレーボール　持ち物　体物

育館シューズ　参加費　トランポリン…会費

費制、バレーボール…１回 500 円（体験

は無料） 申込方法　メールで　※詳しく法

はホームページを確認する

か問い合わせてください。　

申込・問合先　焼津高校先

Saltar　Qyaizutrampo

@gmail.com　Shttps://

yaizu-saltar.business.

site/

焼津陸上クラブ
対象　小学３年～６年生　象 日程　月４回程

（土曜日または日曜日）　会場　市内陸上競場

技場　参加費　千円（１カ月分）、別途保費

険料として千円（１年分）　定員　30人（申員

込多数の場合は抽選）　申込条件　①およ件

び②の両方に出席・参加する　①保護者説

明会（３月 12 日㈯午後６時 30 分～、焼

津公民館和室）　②体験会（３月 13 日㈰

午前９時～）　※①への出席には３月２日

㈬～６日㈰に電話にて申し込みが必要で

す。詳しくは問い合わせてください。 申

込・問合先　焼津市陸上競技協会　先 北
きた

川
がわ

● 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

だれもが感染してしまう

　　 可能性のある

今できる感染対策を

新型
 コロナウイルス

きる感 対止防 策今ででき今 染今 防 対策感 防 対対防染感染防止対策今できる感染防止対策

■焼津温泉の特徴

　焼津温泉は、肌にやさしい

弱アルカリ性のお湯で、保湿

効果が高く湯冷めしにくいの

が特徴です。

■焼津温泉供給施設
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焼津駅前足湯（栄町１）

焼津温泉が全国第１位！３年連続の受賞！
「温泉総選挙2021」リフレッシュ部門

　全国の温泉好きが選ぶ「温 で昨年に続き３年連続で全国第１位に輝きました。

　多くの皆さんに投票いただき、ありがとうございました。これからも焼津温泉の応援をお願いします。

問合先　観光交流課 K62

「焼津温泉」
紹介ページ

K631-7831

スクエアダンス初心者教室
誰でも楽しく踊ることができます。ぜひ一

度チャレンジしてみませんか。　期間　４間

月２日㈯～９月27 日㈫　日時　①毎週火時

曜日　午後１時30分～４時　②毎週土曜

日　午後７時～９時　会場　①小柳津公会場

堂　②焼津公民館３階大集会室　参加費

2,300 円（１カ月分）、別途テキスト代

1,100円 定員　男女各10人　員 申込期限

４月30日㈯　※申し込み方法など、詳しく

は問い合わせてください。 申込・問合先

浅
あさ

原
はら

K627-5065

イベント
ディスカバリーパーク焼津天文科学館

プラネタリウム情報
■生解説プラネタリウム「出航！マグロ漁船

で南半球星空巡り」　焼津市とホバート市の

姉妹都市提携 45 周年を記念した特別番組

です。　投影期間　４月10 日㈰まで　間 ■キ

ッズプラネタリウム「ほしぞらパーティー」

主人公のまさきは星空の郵便配達人と一緒

に12 星座にパーティーの招待状を届けるこ

とができるかな。　投影期間　３月19 日㈯間

～６月26 日㈰　■プラネタリウム春の特別

番組「ノーマン・ザ・スノーマン～北の国の

オーロラ～」　少年と雪だるまの「ノーマン」

の心温まる物語。人形アニメーションで描く

珠玉のファンタジーです。 投影期間　３月間

19 日㈯～６月26 日㈰　【共通】 定員　各員

回165人（先着順）　※変更する場合があり

ます。 観覧料　大人（16歳以上）600円、料

子ども（４歳～15歳）200円　※投影スケ

ジュールなど詳しくはホームページをご確認

ください。　会場・問合先　ディスカバリ先

ーパーク焼津天文科学館　K625-0800

大井川図書館

親子ニコニコやいづっこべや
大井川図書館の展示室をキッズルームとし

て開放します。靴を脱いで本を読むことが

できる場所もあります。 日時 ３月 19

日㈯～５月 29 日㈰　午前９時～午後３時　　

会場・問合先　大井川図書館　先 K622-

9000

募集
令和４年度 国家公務員採用試験
人事院は令和４年度に次の採用試験を行い

ます。 ■総合職試験（院卒者・大卒程度

試験） １次試験日　４月24 日㈰　受付期

間　３月18 日㈮～４月４日㈪　間 ■一般職

試験（大卒程度試験） １次試験日　６月

12日㈰　受付期間　３月 18 日㈮～４月４

日㈪　■一般職試験（高卒者試験・社会人

試験（係員級））、税務職員採用試験 １次

試験日　９月４日㈰　受付期間　６月20

日㈪～29 日㈬　※詳しくは人事院ホーム

ページ（Shttps://www.jinji.go.jp/sai

yo/saiyo.html）を確認するか、問い合わ

せてください。　問合先　人事院中部事務先

局第二課試験係　K052-961-6838

そのほか
令和４年度 第１回不動産無料相談会
日時　４月１日㈮　午前10時～午後４時時

（受け付けは午後３時30分まで）　会場　静場

岡市産学交流センター「ペガサート」７階小

会議室（静岡市） 内容　鑑定評価、価格、容

賃料、売買、交換、借地、相続、贈与など

の不動産に関すること　問合先　公益社団先

法人静岡県不動産鑑定士協会　K253-

6715

吉田特別支援学校中学部

学校見学会
実際に学校の様子を見てみませんか。　対

象　吉田特別支援学校中学部に転入学を考象

えている保護者　日程　６月に実施予定　程

※５月上旬に各小学校に案内を送付しま

す。詳しくは問い合わせてください。　会

場・問合先　県立吉田特別支援学校　先

K0548-23-9872

令和３年度

冬・S
シ

HIZ
ズ

UO
オ

K
カ

A 福祉の就職相談会
福祉職場へ就労希望者および福祉系学校な

どへの進学希望者を支援するため個別相談

や学校情報の提供を行います。　日時　３時

月５日㈯　午後１時～３時 30 分　会場

グランシップ大ホール海（静岡市）　※詳し

くは問い合わせてください。　問合先　静先

岡県社会福祉人材センター K271-2110　

献血にご協力を！
日時・会場 ◇３月６日㈰・19 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　◇３月 12

日㈯　午前９時 30 分～午後４時／総合福

祉会館　問合先　赤十字血液センター　先

K247-7142

善意をありがとう
【敬称略】 １月受付分 ■社会福祉活動資

金寄付金　田子重小川店、田子重登呂田店、

富士屋焼津南店、士、松岡弘次、見崎平八、

高橋道弘、匿名５件　■令和３年８月大雨

災害義援金　多 良々匡

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 カラオケカセットテープ、

卓上機織り機、藤枝北高校女子制服夏冬                      

一式（155㌢） 、焼津西小学校男児制服

（155㌢）、犬用ケージ、中型犬用キャリー

ケース ■ゆずってください 火ばさみ、       

黒石小学校男児制服（120㌢） 申込方法

３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　先

K626-1131
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付・寄贈をありがとう寄
●静岡県LPガス協会から防災機材の寄贈

　１月 24 日㈪、静岡県 LP ガ

ス協会より、防災機材（低圧 LP

ガス発電機と炊き出しセット）の

寄贈がありました。

　この寄贈は、同社の「LP ガス

地域防災応援プロジェクト」の一

環で、これまでに 20 市町、26

セットの寄贈を行っており、今年

度は10 市町に寄贈を行います。

　静岡県 LP ガス協会森
もり

行い行い

会長は

「大規模災害発生時における避難

生活の際はもちろん、通常のイベ

ント時にもぜひ利用してほしい」

と述べました。

市立総合病院
外来駐車場変更のお知らせ

士

第１駐車場
（外来用）

）

第７駐車場
（外来用）

①

③
第３駐車場

３月７日㈪

より利用出来

なくなります

第７駐車場からの
歩行者通路

　当院職員宿舎の建て替え工事着手のため、病院第３駐車場（外来用
駐車場）が３月７日㈪より利用出来なくなります。３月７日㈪以降は
以下の①～③の駐車場をご利用下さい。
　ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。
問合先　市立総合病院新病院建設課 K623-3111 ㈹

５市２町イベントニュース

　静岡県中部５市２町（焼津市、静岡

市、藤枝市、島田市、牧之原市、吉田

町、川根本町）のイベント情報を掲載

したイベント情報誌「GOTO」の公

式アプリがリリースされました。

　５市２町の観光情報やお得なクーポ

ンも配布しています。

ぜひご利用ください。

※詳しくはホームペー

ジを確認するか問い合

わせてください。

問合先

　シティセールス課　K626-2145

「G
ゴ ー

OT
ト ゥ ー

O」
公式アプリ

ホームページ

N


