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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

５月14 日㈯・21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　５月11日㈬　時

午前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 ５月10

日㈫・24 日㈫　午前10時30分～ ■幼児・

児童おはなしのへや 日時 ５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　先 K622-9000

焼津シネマズ
対象　中学生以上　象 日時　５月22 日㈰時

午後１時45 分～ 会場　焼津小泉八雲記場

念館多目的室　上映作品　「深夜食堂」品 定

員　24人（申込順）　員 申込方法　５月６日法

㈮午前９時から電話または窓口で　申込・

問合先　焼津図書館　先 K628-2334

群読公演 「伊藤則資のはなし」
日時　５月15日㈰　午後２時～　時 会場　焼場

津小泉八雲記念館多目的室　内容　小泉八容

雲の作品「伊
い

藤
とう

則
のり

資
つぐ

のはなし」などの群読公

演　出演　朗読グループ「かざぐるま」演 定

員　25人（申込順）　員 申込方法　５月３日㈷法

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　先 K620-0022

焼津中央高校合唱部 第 48 回オペラ公演
日時 h６月４日㈯　午後５時～　h６

月５日㈰ 午後０時30 分～ 会場　焼津場

文化会館大ホール　上演作品　「品 魔
ま

笛
てき

」　※

入場には整理券が必要です。詳しくは問い

合わせてください。 問合先　焼津中央高先

校　K628-6000

やいづ読書の会
日時　５月 21日㈯時 午後１時 30 分～３時

30 分 会場 小川公民館 会場費 100 円

内容 内
うち

田
だ

樹
たつる

著「最終講義 生き延びるため

の七講」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

永
なが

K090-

7434-5348

まなぶ
焼津図書館 本の装備・修理講座
日時　５月20 日㈮時 午後２時～３時 30

分 持ち物　はさみ、定規、ハンカチ、紙物

カバーのある本１冊・ない本１冊、修理した

い本２冊（使用する４冊の本は５月13 日㈮

までに提出）　定員　10人（申込順）員 申込

方法　電話または窓口で　法 会場・申込・問

合先　焼津図書館　先 K628-2334

紙芝居朗読公演・講座

「稲むらの火」・「生神様」
日時　５月28 日㈯　午後２時～　時 会場　焼場

津小泉八雲記念館多目的室　講師 小
こ

泉
いずみ

啓
けい

子
こ

さん、焼津小泉八雲記念館学芸員　定員

25人（申込順） 申込方法　５月７日㈯午法

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　先 K620-0022

朗読とお話 ～ラフカディオ・ハーンの
「ユーマ」を楽しもう！～
日時　６月５日㈰　午後２時～　時 会場　焼場

津小泉八雲記念館多目的室　講師 桑
くわ

畑
はた

の

り子
こ

さん　定員　25 人（申込順）員 申込方

法　５月 17 日㈫午前９時から電話または法

窓口で　申込・問合先　焼津小泉八雲記念先

館　K620-0022

焼津まちなかゼミナール
地元商店街の店主などが講師となり、役立つ

豆知識やお得な情報を伝えます。　日程

５月12 日㈭～６月12 日㈰　申込方法　５法

月９日㈪から各実施店舗に電話で　※講座

により材料費がかかる場合があります。詳し

くはホームページを確認してく

ださい。　問合先　焼津まちな先

かゼミナール（メガネのサトウ）

K628-4491

図書館で学ぼう！

「家庭菜園のコツ、教えます」
対象　高校生以上　日時上 　５月26 日㈭時

午前 10 時～ 11時 30 分 講師 JA お

おいがわ静浜営農経済センター職員　持ち

物　筆記用具　物 定員　15人（申込順）　員 申

込方法　５月12 日㈭午前９時から電話ま法

たは窓口で　会場・申込・問合先　大井川先

図書館　K622-9000

俳句講座
初心者の人にも講師が丁寧に指導します。

日時　毎月１回（第１火曜日もしくは第３火時

曜日） 午後１時～４時 会場 焼津文化

会館３階第２練習室 講師 島
しま

村
むら

正
ただし

さん

（現代俳句協会理事） 参加費　１回千円　費

問合先 内
ない

藤
とう

K628-5636

しずおかチャイルドライン

受け手ボランティア養成講座
対象　おおむね 20 ～ 60 歳の人　日程人

６月４日㈯・25日㈯、７月16 日㈯、８月

６日㈯・27日㈯（ほかインターン実習あり）

会場 豊田公民館ほか　参加費　一万円費

（学生は５千円） 定員　20人（申込順）　員

※全講座終了後、受け手ボランティアとして

認定されます。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

NPO 法人静岡家庭教育サポート協会　

K631-6762

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～　■セルフヘッドセラピー　水曜

日　午後１時 30 分～　【共通】 要予約　※約

参加費がかかります。詳しくは問い合わせて

ください。　会場 • 申込・問合先　サンライ先

フ焼津　K627-3377

初心者向け弓道教室
日時　６月１日㈬～８月31日㈬の毎週月・時

水・金曜日　会場　焼津弓道場　場 定員

20人（申込順）　参加費　６千円（別途ス費

ポーツ保険に加入）　申込方法 ５月 31

日㈫までに電話で　申込・問合先　焼津弓先

道会　青
あお

島
しま

K090-3879-8279

イベント
ディスカバリーパーク焼津天文科学館

生解説プラネタリウム“一期一会”の星空
投影期間　６月26 日㈰まで　間 観覧料　大料

人（16歳以上）600円、子ども（４歳～

15歳）200円　定員　各回165人（当日先員

着順）　※投影日時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

ディスカバリーパーク焼津天文科学館

催事のお知らせ
■サイエンスワークショップ「ピコピコ虫を

つくろう」　プラバンでビー玉を包んでピコピ

コ虫をつくろう。 日時　５月15 日㈰　午時

後１時～４時 ※時間内であれば随時参加可

能です。詳しくはホームページをご確認くだ

さい。 会場・申込・問合先　ディスカバリ先

ーパーク焼津天文科学館　K625-0800

おはなしフェスタ
２日間でたくさんのおはなしを楽しめるち

ょっぴり特別なおはなし会を開催します。

小学生までを対象に、図書館員が選んだ本

が入っている「おたのしみ袋」の貸し出し

も行います。 対象　幼児～小学生と保護象

者　日時　①５月７日㈯　時 h午前10時30

分～　h午後２時～　②５月８日㈰　午後

２時～　会場　①焼津図書館２階研修室　場

②焼津図書館１階おはなしコーナー 定員

● 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

ネー・ローンダリング」対策の一環と

して、預金口座などの不正利用防止を

目的とした取り組みを始めています。

　氏名などの情報の更新を定期的に行

うため、取引先の金融機関から皆さん

のお手元に、はがきや封書を郵送して

います。内容を確認後、回答をいただ

きますようご協力お願いします。

問 合先　h（一社）静岡県信用金庫協

会　K255-5530 h（一財）静岡

県銀行協会　K252-0148

様々な申請手続き　電子化へ

24 時間 365 日手続き可能へ

公共施設の貸館など

　予約電子化へ…

AI がニーズをききとり

必要な担当課へ自動分配

書かない市役所へ

行かない市役所へ

行政サービスにおける

申請手続きから

許認可まで

完全デジタル化を

　目指します！

焼津市DX推進計画

電
子
申
請
シ
ス
テ
ム

申
請
支
援
ツ
ー
ル

施
設
予
約
シ
ス
テ
ム

更新手続きに

　　  ご協力を

詳しくはこちら

■ 囲碁仲間募集　囲碁を通して棋力向上と親睦を深めます。 対象　志太榛原地区に住んでいる人　象 日時　第２・４土曜日　午後０時～５時　時 会場　吉田町中央公民館３階

年会費　千円費 申込方法　電話で　法 申込・問合先 冨
とみ

岡
おかみみ

K080-7745-3502
お知らせ

① 20人（各回先着順）　② 15人（先着順）　

問合先　焼津図書館　先 K628-2334

「庭の宿 帆や」蔵完成お披露目マルシェ
今年３月に「庭の宿 帆や」（浜通り服部家）

の庭に建つ蔵の改修工事が完了しました。完

成のお披露目を兼ねてマルシェを開催しま

す。 日時　５月 28 日㈯・29 日㈰　午前時

10 時～午後３時（雨天決行）　※詳しくは、

ホームページ（https://niwayado.com）

を確認してください。 問合先　良知樹園㈱　先

（帆や運営会社）　K624-1355

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

保護者　日時者 　５月８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
県立焼津青少年の家
■エンジョイ家族 ｢未来に向かってこぎ

だそう｣ 日程　６月４日㈯・５日㈰（１

泊２日）　内容　カヌー体験や海釣りな

ど　■チャレンジスクール2022 夏「太

陽と語る夏」 日程　８月７日㈰～11

日㈭（４泊５日）　※プレスクール（説

明会）を７月17 日㈰に行います。　内

容　カヌー体験や山登りなど　【共通】

※参加費や申し込み方法など、詳しく

はホームページを見るか問い合わせて

ください。 申込・問合先　県立焼津

青少年の家　K624-4675 Shttps:/

/yaisei.jp/

静岡 S
ス テ ム

TEM アカデミー i
イン

n 焼津
未来の科学者の探究活動（自由研究）を

支援します。　対象　市内・周辺市町

在学の小学５年～中学３年生　日時

６月18 日㈯から 11月12 日㈯まで全８

回　午前９時 45 分～午後３時 15 分　

会場　ディスカバリーパーク焼津天文

科学館　申込期限　５月 10 日㈫（必着）

※課題作文の提出があります。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　静岡大学教育

学部熊野研究室　K238-4990

求職者支援訓練

０
ゼロ

から始めるホームページデザイン科
対象　ハローワークで求職の申し込みをし象

ている失業者　期間　６月13 日㈪～10

月12 日㈬　時間　午前９時～午後３時

25分　内容　ホームページの制作・管理・容

補修作業が学べる　教材費　10,780 円費

（税込み）　定員　10 人（選考あり）　員 申込

方法　５月19 日㈭までに住所管轄のハロ

ーワーク窓口で　※詳しくは問い合わせて

ください。 会場・問合先　HYRSパソコ先

ン教室東小川校　K050-3422-7262

そのほか
「星空観望会」年度パスポート販売
毎週土・日曜日に開催している「星空観望

会」に、年度内であれば何回でも参加でき

るお得なパスポートを販売しています。１

年を通していろいろな星座や天体を見ませ

んか。　有効期限　令和５年３月 26 日㈰

まで　発売価格　400 円（４歳以上）　格 購

入方法　窓口で　法 問合先 ディスカバリー

パーク焼津天文科学館　K625-0800

甲種防火管理新規講習
防火管理者の資格を取得するための講習を

２日間で行います。 対象　義務教育修了者、象

焼津市と藤枝市の事業所で資格を必要とす

る人　日程　７月 21 日㈭・22 日㈮　程 会場

志太消防本部藤枝消防署（藤枝市） 参加費

3,750 円（テキスト代）申込期間　６月１間

日㈬～ 30 日㈭　※申込方法など詳しくはホ

ームページを確認してください。　問合先

志太消防本部予防課　K623-0119

聞こえにくいひとのための相談室
対象　聞こえにくいことで困っている人　象

日時　６月４日㈯　午後１時～　時 会場　総場

合福祉会館３階大会議室　定員　10人（申員

込順・完全予約制）　申込方法　ファクス法

またはメールで　申込・問合先　焼津市難先

聴 者・ 中 途 失 聴 者 の 会　N627-3708　

Qm4413mika@outlook.jp

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　５月時

15 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（申員

込順）　申込方法　５月６日㈮までに電話法

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

はじめての家づくり資金セミナー
対象　市内に住宅新築予定の勤労者　日時者

５月15 日㈰　午後１時 30 分～午後２時

30 分　会場　焼津公民館会議室５・６　場

定員　25 人　員 申込方法　５月 13 日㈮ま法

でに電話で　申込・問合先　静岡県労働金先

庫焼津支店　K629-2345

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

保持者　日時者 　５月 25 日㈬～ 27 日㈮　午時

前９時 30 分～午後３時 30 分　会場　静場

岡県看護協会（静岡市）　定員　20 人（申員

込順） 申込方法　５月 17 日㈫までに電話法

で　申込・問合先　静岡県ナースセンター　先

K202-1761

全国 B 型肝炎集団訴訟静岡弁護団

講演会・個別相談会開催
日時　５月 14 日㈯　午後１時 30 分～４時

時 30 分（受け付けは午後１時 15 分）　

会場　レイアップ御幸町ビル CAS 貸会議場

室７D（静岡市） 問合先　ライトハウス先

法律事務所　K205-0577

2022 年度 初夏の山野草展
日時　６月４日㈯　午前９時～午後４時、５時

日㈰　午前９時～午後３時　会場　小川新地場

コミュニティ防災センター（小川新町１）　

問合先　焼津山野草会　先 増
ます

田
だ

K624-

6926

献血にご協力を！
日時・会場　◇５月３日㈷・８日㈰・22 日場

㈰　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】 ３月受付分 ■社会福祉活動資

金寄附金 士士、見崎平八、高橋道弘、中配

焼津会、昭和二十年村立豊田國民学校初等

科修了生、貞善院仏教婦人会、大富公民館

ひまわり学級、大富公民館はつらつ学級、

社会福祉法人正生会特別用養護老人ホーム

つばさ、大富第 19 自治会女性部、匿名３

件　■トンガ大洋州噴火津波救援金　多々金

良匡　■令和３年８月大雨災害義援金　加

藤八重子　■ウクライナ人道危機救援金　

焼津公民館レディースセミナー、鈴木、村

越実、深田千里、焼津市議会　■文化事業

基金寄附金　募金箱…１万 9,517 円（1金

月～３月分）

毎月５日（５日が祝休日の場合は翌平日）

から電話で申込を受付けます。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　和田小学校男児体操着上下（140㌢）、い

大富小学校男児制服上衣（170㌢）、小川中

学校女子制服一式（150㌢）、黒石小学校男

児制服一式（120㌢） 申込方法　５月６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

広報やいづ ２022-05-01 14

広
告
に
関
す
る
一
切
の
責
任
は
広
告
主
に
帰
属
し
ま
す
。

� � �
����� �������������

� ������������ ��������� ��

���������

��� � �����

���� � ����

�������

������

����������

���� � ������

���� � ������

������� � �����

����������

����������

����� ��

�����������

��������

��������������

����������
����� ������������

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㈰
一色設備

K626-0199
8日㈰

守屋設備㈱
K628-8886

３日㈷
アクト設備㈱

K623-8616
15日㈰

藁科設備工業㈱
K627-5477

４日㈷
㈲小泉ポンプ工業所

K624-0843
22日㈰

本橋建設㈱
K629-0248

５日㈷
青島ポンプ工業㈱

K628-2153
29日㈰

焼津市管工事協同組合
K627-1710

付・寄贈をありがとう寄
●はごろもフーズ㈱より市立総合病院へ100万円の寄付

３月 25 日㈮、はごろもフーズ㈱より「看護師研修の一層の充実のた

めに役立てほしい」と市立総合病院に 100 万円の寄付がありました。

はごろもフーズ㈱からの

寄付は今回で 13 回目と

なります。

　寄付金は、医療サービ

スのさらなる向上に向け

て、個々の職員のスキルア

ップにつながるような各

種研修の充実に活用しま

す。

５月15日㈰に

　　　臨時号を発行します

次回の は…広報やいづ

　市が取り組んでいる津波対策に

ついての情報を紹介する「防災特

集号」を発行します。

発行日　５月 15 日㈰

ページ数　４ページ（見開き１枚）

問合先　防災計画課　K625-0128

お知らせ
■ 令和４年度寿大学講座　日時　５月 13 日㈮　午前９時 40 分～ 11 時 50 分　時 会場　総合福祉会館多目的ホール　場 参加無料　定員　20 人（申込順）員 申込方法　５月法

２日㈪から電話で　申込・問合先　さわやかクラブやいづ連合会事務局　先 K622-3543 Shttps://www.sawayakaclubyaizu.com/

不用品活用バンク


