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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 ４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場

内容　世界の昔話　容 ■おはなし会（３歳く

らいから） 日時　４月２日～ 30 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　①４月 13 日㈬　②４月 27時

日㈬　午前 10 時 30 分～ 会場　①焼津場

図書館２階研修室　②焼津小泉八雲記念館

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 ４月 12

日㈫・26 日㈫　午前 10 時 30 分～ ■

幼児・児童おはなしのへや 日時 ４月２

日㈯・９日㈯・16 日㈯・30 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　大井川先

図書館　K622-9000

４月23日～５月12日は「こどもの読書週間」

おおいがわおはなしフェスタ
大井川図書館では、「こどもの読書週間」

に合わせて、子どもが本やお話に親しめる

ようイベントを開催します。 ■おたのし

み袋の貸し出し 日時　４月 23 日㈯・時

24 日㈰　午前９時～ 内容　図書館員の容

お薦め本や絵本が入った「おたのしみ袋」

を貸し出し（１人１袋）　持ち物　図書館物

利用者カード（「おたのしみ袋」を借りる

場合）　■おはなし会 日時　４月 23 日時

㈯・24 日㈰　午前 10 時 30 分～、午後

２時～ 内容　絵本の読み聞かせ、簡単な容

折り紙工作　【共通】 対象　未就学児～小象

学生と保護者　会場・問合先　大井川図書先

館　K622-9000

やいづ読書の会
日時　４月 16 日㈯　午後１時 30 分～３時

時 30 分　会場　小川公民館　場 会場費

100 円 内容 三
み

浦
うら

綾
あや

子
こ

著「母」を読ん

だ感想を語り合う　※詳しくは、やいづ読

書の会ホームページを確認してください。

問合先 松
まつなが

永 K090-7434-5348

びくの会朗読劇 「漂流」「ろくろ首」
日時　４月 24 日㈰　午後２時～（午後１時時

30 分開場）　会場　焼津小泉八雲記念館場

多目的室　内容　朗読サークル「びくの会」容

による小泉八雲の作品「漂流」「ろくろ首」

の朗読公演　定員　25人（申込順）員 申込

方法　４月６日㈬午前９時から電話か窓口法

で　申込・問合先　焼津小泉八雲記念館　先

K620-0022

しげちゃん一座ファミリーコンサート
日時　４月 17 日㈰　午後１時 30 分～　時

会場　大井川文化会館　場 内容　女優・絵本容

作家・ミュージシャンによる絵本ライブ　

出演 室
むろ

井
い

滋
しげる

さん（女優）、長
は

谷
せ

川
がわ

義
よし

史
ふみ

さ

ん（絵本作家）、岡
おか

淳
まことかか

さん（サックス奏者）、

大
おお

友
とも

剛
たけし

さん（ピアノ奏者）　前売券　一般券

2,500 円　子ども（３歳～高校生）千円

申込方法　大井川文化会館窓口、電話また法

はインターネットで　※詳しくは問い合わ

せてください。 問合先　夢★ちんどん大先

井川　K090-3421-0640

志太室内楽団 第 17 回定期演奏会
日時　４月 10 日㈰　午後１時 30 分～（午時

後１時開場）　会場　大井川文化会館　場 演

奏曲　ベートーヴェン「交響曲第８番」、ラ

イネッケ「フルート協奏曲」など　※詳しく

は問い合わせてください。　問合先　志太先

室内楽団　津
つ

久
く

井
い

K090-7026-9193

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）　　場

■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　５月～７月（週１回）　受

講料　１万６千円　料 申込期限　４月 13 日限

㈬　※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）先

静岡県国際交流協会　K202-3411

藤枝法人会講演会

町工場の星に学ぶ新経営改革
日時　５月 24 日㈫　午後３時～４時 30時

分　会場　ホテルアンビア松風閣　場 講師

諏
す

訪
わ

貴
たか

子
こ

さん（ダイヤ精機㈱代表取締役）　

定員　100 人　員 申込方法　４月 15 日㈮法

から電話かファクスで　申込・問合先　（公先

社）藤枝法人会事務局　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～　ガ

■リズムウオーキング　水曜日　午前 10 時グ

30 分～　■しなやかピラティス　木曜日ス

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　金曜日ガ

午後６時 50 分～　■ピラティス　金曜日　ス

午後８時～　【共通】 要予約　※参加費が約

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　サン先

ライフ焼津　K627-3377

第 37 回わんぱく相撲焼津場所
対象　小学生　象 日時　５月 15 日㈰　午前時

９時～午後３時　会場　市営相撲場（焼津場

神社隣） 申込期限　４月 30 日㈯　※申限

込方法など、詳しくは問い合わせてくださ

い。　申込・問合先　（一社）焼津青年会先

議所　K628-1518

バウンドテニス初心者教室
対象　小学１年生以上で焼津市・藤枝市在象

住・在勤・在学の人　※中学生以下は保護

者の送迎が必要。 日時　４月５日㈫時 ～７

月 26 日㈫の間で全 16 回　午後７時～９

時　会場　総合体育館メインアリーナ　場 持

ち物　体育館シューズ、運動のできる服装　物

※ラケットは貸し出します。 参加費　一費

般…１回 300 円、中学生以下…１回 100

円、親子１回 300 円　※保険料含む。

※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　先 八
や

木
ぎ

K627-3984

ソフトテニスナイタースクール
対象　小学３年生以上で市内在住・在勤・在象

学の人　※中学生以下は保護者の送迎が必

要。 日時　４月 30 日㈯時 ～㈯㈯ ８月６日㈯の毎

週土曜日（全 15 回）　午後６時～７時 30

分（初回の午後５時 15 分から受け付け開始）　

会場　漁船員テニスコート　場 参加費　６千費

円 定員　40 人　※持ち物など、詳しくは員

問い合わせてください。 問合先　焼津市ソ先

フトテニス協会　天
あま

野
の

K620-3619

令和４年度 

サタデースポーツ上半期日程
土曜日の午前中に楽しくスポーツをして、気

持ちよく汗を流しましょう！幼児からシニア

まで、気軽に参加してください。 会場・日

時 h総合体育館（４～７月はサブアリーナ

のみ）…４月 16 日、５月 14 日、７月 23 日、

８月 20 日、９月 24 日　h焼津体育館…４

月 16 日、５月 14 日、６月 11 日、７月

23 日、８月 20 日、９月 17 日　午前９時

～ 11 時　種目　各会場で実施している種目

はホームページを見るか問い合わせてくださ

い。　参加費　1人1回200円（保険料含む。費

毎回会場で受け付けます） 問合先　NPO先

法人焼津市スポーツ協会　K626-7930　

Shttps://yaizu-sports.jp

スポーツ安全保険
スポーツや文化活動などを行う４人以上の

団体で加入が可能です。 年間掛け金　子ど金

も１人 800 円より 内容　傷害保険、賠償容

責任保険、突然死葬祭費用保険　※年齢や活

動内容により掛け金が異なります。詳しくは

問い合わせてください。　問合先　スポーツ先

● 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

各 プロジェクトチーム新設

プロジェクトチーム
新 設

臨時休館のお知らせ

■焼津小泉八雲記念館

　展示替えのため、臨時休館します。

期間　４月 13 日㈬～ 15 日㈮間

問合先　焼津小泉八雲記念館先

K620-0022

■ディスカバリーパーク焼津天文科学館

　プラネタリウム新番組や特別展の準

備のため、臨時休館します。

期間　４月５日㈫～８日㈮・12 ㈫～間

15 日㈮

※ ４月９日㈯・10 日㈰は展示・体験

室のみ休室します。

問合先　ディスカバリーパーク焼津天先

文科学館　K625-0800

安全協会静岡県支部　K262-3039

はじめて学ぶ気功・太極拳
対象　市内在住・在勤の成人　象 日時　①毎時

週火曜日　午後７時～８時 50 分　②毎週

木曜日　午後７時～８時 50 分　会場　浜場

当目コミュニティ防災センター１階　講師

望
もち

月
づき

康
やす

男
お

さん（日本武術太極拳連盟公認講

師）　持ち物　軽い体操ができる服装、上物

履き、タオル、飲み物　問合先　①漫歩会先

（岩
いわ

崎
さき

） K627-2576　②志太クラブ

（秋
あき

山
やま

） K627-0493

合気道こども教室
対象　小・中学生　象 日時　毎週土曜日　午時

後７時～８時 30 分　会場　大井川体育館場

柔道場　参加費　月４千円　※申込方法な費

ど、詳しくは問い合わせてください。 申

込・問合先　国際武道正風会　先 畑
はた

口
ぐち

K090-7916-9361

イベント
焼津市文化センター スペシャルイベント
■やいちゃんなぞとき大作戦　謎解きゲー戦

ムに挑戦して、やいちゃんマグネットをゲ

ットしよう！　対象　どなたでも　象 日時

４月 29 日㈷～５月８日㈰　午前９時～午

後５時　※５月２日㈪は休館日。 ■バッ

クヤードツアー　施設の裏側を見てみよ

う。やいちゃんも来るよ！　対象　中学生象

以下　日時　５月１日㈰・５日㈷　午前時

10 時 30 分～正午　定員　10 人（先着順）　員

申込方法　各日午前９時 30 分から焼津小法

泉八雲記念館窓口で　【共通】 会場　焼津場

市文化センター　※詳しくは歴史民俗資料

館ホームページをご覧ください。 問合先

歴史民俗資料館　K629-6847

ディスカバリーパーク焼津天文科学館

春の特別展とプラネタリウム情報
■春の特別展「決めろ！スーパーシュー

ト！ボールころがしグランプリ」　ボール

を転がして、スーパーシュートを決めよ

う！　開催期間　４月 16 日㈯～６月 26間

日㈰　開室日時 h平日、４月 29 日㈷～

５月５日㈷…午前９時～午後４時 30 分　

h土日祝…午前 10 時～午後５時 30 分　

観覧料　大人（16 歳以上）300 円、子ど料

も（４歳～ 15 歳）100 円　■プラネタ

リウムCGドームシアター・ヒーリング「き

みが住む星」　世界中を旅する中で出会っ

た景色や体験を、恋人への手紙に綴る旅人。

その手紙を通して地球やいのちの存在の奇

跡を伝えます。　投影期間　４月 16 日㈯間

～令和５年４月９日㈰　※投影時刻は問い

合わせてください。　観覧料　大人（16料

歳以上）600 円、子ども（４歳～ 15 歳）

200 円　定員　各回 165人（当日先着順）　員

【共通】 会場・問合先　ディスカバリーパ先

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

ゴールデンウイークイベント
■プラネタリウム投影 内容　「忍たま乱太容

郎の宇宙大冒険」「“一期一会”の星空」「ノ

ーマン・ザ・スノーマン～北の国のオーロラ

～」「きみが住む星」 観覧料　大人（16 歳料

以上）600 円、子ども（４歳～ 15 歳）

200 円 定員　各回 165 人（当日先着順、員

午前９時からその日の全ての回のチケット

を販売）　※投影時刻は問い合わせてくださ

い。 ■天文台見学会　静岡県最大の天体望会

遠鏡をご紹介。 時間　午後２時～・４時～　間

定員　各回 20 人（当日先着順）員 ■科学工

作「紫外線ビーズストラップ D
デラックス

X」 時間

正午～午後３時 30 分　参加料　100 円料

定員　各日 200 人（当日先着順）　※展示・員

体験室では、春の特別展「決めろ！スーパー

シュート！ボールころがしグランプリ」を開

催しています。 【共通】 開催日時　４月時

29 日㈷～５月５日㈷　各日午前９時～午後

５時　会場・問合先　ディスカバリーパーク先

焼津天文科学館　K625-0800

日本宇宙少年団 焼津分団団員募集
日本宇宙少年団（YAC）焼津分団の６期生

を募集します。星空観察、科学実験や科学工

作などを体験できます。　対象　小学４年～象

中学１年生　活動期間　月１回程度　間 会費

本部年会費３千円（活動ごとに参加費がかか

る場合があります）　※初めての場合は、初

回登録料２千円が必要。 定員　10 人（申員

込多数の場合は抽選） 申込期限　５月１日限

㈰（必着）　※申込方法など、詳しくはホー

ムページを見るか問い合わせてください。

会場・申込・問合先　ディスカバリーパーク先

焼津天文科学館　K625-0800

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　子どもとその象

保護者　日時　４月 10 日㈰　午前 10 時～時

午後２時　会場　総合福祉会館２階大広間　場

問合先　社会福祉協議会　先 K621-2941

募集
焼津市青少年ボランティア人材バンク

令和４年度新規登録者募集
対象　市内在住・在学する中学生と高校生（そ象

れに準ずる青少年） 登録期間　４月１日～間

令和５年３月 31 日　内容　市や公民館、福容

祉・ボランティア団体が実施する事業でのボ

ランティア活動　※申込方法など、詳しくは

市ホームページをご覧ください。 問合先

スマイルライフ推進課　K631-6862

焼津災害支援ネットワーク 会員募集
活動内容　災害発生時に社会福祉協議会の容

ボランティア本部の運営補助、防災に関す

る勉強会など　年会費　500 円　※ボラ費

ンティア保険未加入者は別途500円必要。　

申込・問合先　焼津災害支援ネットワーク　先

伊
い

藤
とう

K090-3511-4436

焼津市シルバー人材センター 会員募集
60 歳を超えても新たな仕事に挑戦してや

りがい・生きがいを見つけてみませんか。　

※入会説明会日程は当センターホームペー

ジを確認してください。　問合先　焼津市先

シルバー人材センター　K622-3510

Shttp://www.yaizu-sc.jp

令和５年歌会始のお題
お題は「友」と定められました。歌に詠む

場合は、「友人」や「学友」、「友好」など

の熟語にしても差し支えありません。詠進

歌の詠進要領など、詳しくは宮内庁ホーム

ページを見るか、郵便番号、住所、氏名を

明記し、返信用切手を貼った封筒を添えて

９月20日㈫までに問い合わせてください。　

問合先　〶 100-8111　宮内庁式部職先

そのほか
藤枝特別支援学校中学部

学校見学説明会・親子体験入学
藤枝特別支援学校への入学を考えている人

向けの説明会と体験入学を行います。 対象

①説明会…小学５・６年生の保護者　②体験

入学…小学６年生児童とその保護者　日時

①説明会…５月 19 日㈭　午前 10 時 20 分

～ 11 時 45 分　②体験入学…10 月 20 日

㈭　午前９時 30 分～ 11 時 45 分　※親子

体験入学は、参加費 200 円（保険代）がか

かります。　※申込方法など、詳しくは問い

合わせてください。 会場・申込・問合先

藤枝特別支援学校中学部　K636-1893

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　象 日時　４月時

17 日㈰　午後１時 30 分～４時 30 分　

会場　焼津図書館視聴覚室　場 定員　３人員

（申込順）　申込方法　４月８日㈮までに電法

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

志太３市合同

企業 W
ウ ェ ブ

eb ガイダンス 2023
対象　2023 年３月以降に大学院・大学・象

短大・高専・専門学校卒業予定者、既卒３

年以内の人、高校・大学などの就職担当者　

日時　５月 18 日㈬～ 20 日㈮　午前 10時

時 ～ 午 後 ５ 時　会場　 オ ン ラ イ ン場

（Z
ズ ー ム

oom） 申込期限　５月 15 日㈰　※申限

込方法や参加企業など、詳しくは問い合わ

せてください。　問合先　焼津商工会議所　先

K628-6251

令和４年度 銃砲刀剣類登録審査会
日時　６月 14 日㈫、９月 27 日㈫、令和５時

年２月 14 日㈫　会場　県静岡総合庁舎本館場

７階第８会議室（静岡市）　持ち物　登録希物

望の銃砲刀剣類、銃砲刀剣類発見届出済証、

身分証、登録審査手数料（１件につき

6,300 円分の静岡県収入証紙）、登録申請書　

申込期限　希望する審査日の１週間前まで　限

※事前申込制です。申込方法など、詳しくは

問い合わせてください。 問合先　県スポー先

ツ・文化観光部文化財課　K221-3169

令和４年度県農業振興基金協会の
助成事業（一般）の募集
農業振興、農山村振興などに取り組む、農

業者などの組織（２人以上）に、経費の２

分の１以内（限度額有）を助成します。詳

しくは、ホームページをご覧ください。　

問合先　（公社）静岡県農業振興基金協会　先

K284-9545　Shttp://group.ja-

shizuoka.or.jp/kikin

ご存じですか！検察審査会
検察審査会は、選挙権を有する国民の中か

らくじで選ばれた 11 人の検察審査員が、

検察官が行った不起訴処分の善しあしを審

査する制度です。相談や申し立ての費用は

無料で、秘密は固く守られますので、気軽

に相談してください。詳しくは問い合わせ

てください。　問合先　静岡検察審査会事先

務局　K252-6112

献血にご協力を！
日時・会場　◇４月２日㈯・17 日㈰　午場

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　◇４月 29

日㈷　午前 10 時～午後０時 15 分、午後

１時 30 分～４時　ピアゴ大覚寺店　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】 ２月受付分 ■社会福祉活動資

金寄附金 静岡銀行焼津黒潮会、士士、見

崎平八、高橋道弘、大村公民館きいちご、

大村公民館やまもも、匿名５件　■令和３

年８月大雨災害義援金　多々良匡金

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

ってください 焼津東小学校制服上衣

（140㌢）、黒石小学校男児長袖体操着

（160㌢以上）、黒石小学校女児夏冬制服上

下（150㌢）、黒石小学校男児制服一式

（120㌢）、大富中学校男子ハーフパンツ（L

サイズ）、大富中学校女子夏冬制服上下

（160㌢）、大井川中学校男子制服一式

（170㌢）、豊田小学校男児体操着上下

（160㌢以上）、着物張り板、図鑑（鳥・昆

虫・花など） 申込方法　４月５日㈫の午法

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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