
15 ２022-06-01 広報やいづ

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　６月４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 ６月４日～ 25 日まで

の毎週土曜日　午後２時～ 会場　焼津図場

書館１階おはなしコーナー 内容　絵本や容

紙芝居 ■あかちゃんおはなし会（２歳く

らいまで） 日時　６月８日㈬・22 日㈬　時

午前 10 時 30 分～　会場　焼津小泉八雲場

記念館多目的室　内容　絵本や手遊び　容 定

員　10 組（先着順）員 【共通】 問合先　焼先

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 ６月 14 日

㈫・28 日㈫　午前 10 時 30 分～ ■幼児・

児童おはなしのへや 日時 ６月４日～ 25

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

こども映画会
対象　小学生までの子どもとその保護者　象

日時　６月 11日㈯時 午後２時 45 分～ 上

映作品　「品 宮
みや

西
にし

達
たつ

也
や

劇場おまえうまそうだな

v
ボリューム

ol. ２」「ねこざかな」「わたしのワンピース」

定員　20人（申込順）　員 申込方法　６月３法

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　先 K628-2334

まなぶ
やいづ読書の会
レイチェル・カースン著「われらをめぐる海」

を読んだ感想を語り合います。 日時　６時

月 18 日㈯　午後１時 30 分～３時 30 分　

会場　小川公民館　場 会場費　100 円　※

詳しくはホームページ「やいづ読書の会」

を確認するか、問い合わせてください。　

問合先 松
まつ

永
なが

K090-7434-5348

高齢者のための陶芸教室
対象　市内在住の 60 歳以上の人 日時

６月 14 日㈫～ 24 日㈮の全４回　午前９

時～正午　会場　焼津市陶芸センター場 参

加費　千円（材料費）　費 定員10 人（申込順）

申込方法　６月３日㈮～６日㈪の午前９時法

～正午に電話で　申込・問合先　焼津市陶先

芸クラブ　八
や

木
ぎ

K627-3984

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　午前グ

10 時 30 分～ ■セルフヘッドセラピー

＆老け見えしないメーク法　水曜日　午後法

１時 30 分～ ■しなやかピラティス　木ス

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 分ガ ～ ■ピラテ

ィス　金曜日　午後８時ス ～ 【共通】 要予

約　※参加費がかかります。休講日など詳約

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

イベント
ターントクルこども館開館１周年記念に向

けたカウントダウンイベント

おもちゃとえほん祭り
赤いエプロンの「おもちゃ学芸員・えほん

とサポーター」が、個性あふれる楽しい遊

びを提供しています。 日程　７月３日ま程

での土曜・日曜日 申込方法　当日会場に法

て申し込む（申込順）　※詳しくは問い合

わせてください。　会場・申込・問合先

ターントクルこども館　K631-6165

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「コップでプ

ラバンキーホルダー」　プラコップに絵を描

いてオーブントースターで温めると、あら不

思議！平らなオリジナルプラバンの出来上

がり！　日時　６月５日㈰　午後１時時 ～４

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

ディスカバリーパーク焼津天文科学館

プラネタリウム

■キッズプラネタリウム七夕特別投影「夏

の星空と七夕のおはなし」 プラネタリウ

ムで七夕の星空を楽しもう！小さなお子さ

まにお薦めのプラネタリウムです。 日時

７月２日㈯・３日㈰　午前 11 時～ 11 時

30 分　観覧料　大人（16 歳以上）600 円、料

子ども（４歳～ 15 歳）200 円　定員

各回 165人（当日先着順）　会場・問合先

ディスカバリーパーク焼津天文科学館　

K625-0800

街の花壇にお花を植えてみませんか？
焼津市花の会会員と一緒に花の植え付

け体験を行います。参加者にはプレゼ

ントを用意してお待ちしています。　日

時　６月 27 日㈪　午前９時時 ～ 集合場所

市役所本庁舎南側　※車でお越しの人は、

新屋公園北側駐車場をご利用ください。　

持ち物　軍手、園芸用スコップ、飲み物　物

問合先　花の会事務局（都市整備課内）　先

K626-2165

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　６月 12 日㈰　午前 10 時時

～午後２時　会場　焼津総合福祉会館２階場

大広間　問合先　社会福祉協議会　先 K621-

2941

募集
甲種防火管理新規講習
対象　義務教育修了者、焼津市および藤枝象

市の事業所のうち甲種防火管理者の選任が

必要な事業所　日時　８月 25 日㈭・26時

日㈮　会場　消防防災センター　場 参加費

3,750 円（テキスト代） 申込期間　７月

１日㈮～ 29 日㈮　※申し込み方法など、

詳しくはホームページ（https://www.

shida119.jp）を見るか問い合わせてく

ださい。 申込・問合先　志太消防本部予先

防課　K623-0119

放送大学 2022年10月入学生募集
10 代から 90 代の幅広い世代が学んでい

ます。目的に合わせて在学期間や科目を選

択できます。　出願期間　第１回…６月間

10 日㈮～８月 31 日㈬、第２回…９月１

日㈭～ 13 日㈫　※受講料など、詳しくは

問い合わせてください。 問合先　放送大先

学静岡学習センター　K055-989-1253

そのほか
ディスカバリーパーク焼津天文科学館

臨時休館のお知らせ
プラネタリウム新番組や特別展示準備のた

め、臨時休館します。　日程　６月 28 日程

㈫～７月１日㈮　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

●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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　焼津市地域おこし協力隊の花
はな

田
だ

光
てる

陽
あき

さんが、焼津を舞台にダンスバトル

とスケートボードコンテストを開催します。軽食・飲み物の販売やキッチ

ンカーも来場予定。ストリートスポーツを楽しみましょう！

ストリートスポーツを楽しもう！

日 時　６月12日㈰　午前９時30分時 ～午後５時（ダンスバトルは午後１時～）

会 場 h晴天時…焼津漁港焼津内港（中港 2-5-20 付近）

h雨天時… B.B.P
パ ー キ ン グ

arking（ターントクルこども館南側立体駐車場）

※会場に駐車場はありません。

※ 詳しくは、花田さんのインスタグラム（＠ yaizu_teru0122）を確認するか、

問い合わせてください。

問 合先　焼津市地域おこし協力隊　花田　先 K090-6803-8258
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■津波シミュレーション動画

あの生解説をもう一度！
リクエスト投票受け付け中
ディスカバリーパーク焼津では、天文スタッ

フが企画制作し、生で解説する「生解説プ

ラネタリウム」を投影しています。開館 25

周年の特別企画として、皆さんに「もう一

度見たい生解説プラネタリウム番組」を投

票していただき、上位の番組を秋に投影し

ます。投票していただいた人の中から抽選

で 20人に当館オリジナルのクリアファイ

ルをプレゼント。　※詳しくは、ホームペー

ジを見るか問い合わせてください。　投票

期限　６月 26 日㈰まで　限 問合先　ディス先

カバリーパーク焼津天文科学館　K625-

0800

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　６月時

19 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　６月 10 日㈮までに法

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　先 K628-6251

はり・マッサージ無料奉仕
対象　新型コロナウイルスワクチンを３回象

接種済みの 60 歳以上の市民　日時　６月時

26 日㈰　午前９時 30 分～午後３時 30

分　会場　総合福祉会館２階大広間　場 持ち

物　マスク、タオル　物 定員　50人（申込順）　員

申込方法　６月 20 日㈪までに電話で　法 申

込・問合先　焼津鍼灸マッサージ師会　先 長
なが

野
の

K622-8088

吉田特別支援学校

小学部親子体験入学・中学部体験入学
■小学部 対象　吉田特別支援学校への就象

学を検討している年長児とその保護者　日

程　９月６日㈫程 ～㈫㈫ ８日㈭のうち 1 日 ■中

学部 対象　吉田特別支援学校への就学を象

検討している小学６年生とその保護者　日

時　９月 16 日㈮　時 【共通】　申込期限　７

月 29 日㈮　※申し込み方法など、詳しく

は問い合わせてください。 会場・申込・

問合先 吉田特別支援学校　K0548-23-

9872　N0548-33-3580

電波のルールは必ず守りましょう
h電波の利用には、原

則、免 許が必 要で す　

h無線機器を使用する

際は「技適マーク」を確

認しましょう　h外国規

格の無線機器は、国内

では使用できません　

※詳しくは問い合わせてください。　問合

先　総務省東海総合通信局　先 K052-971-

9107（不法無線局の相談） K052-971-

9648（テレビなどの受信障害の相談）

献血にご協力を！
日時・会場　６月４日㈯・19 日㈰　午前場

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　赤先

十字血液センター　K247-7142

善意をありがとう
【敬称略】　４月受付分 ■ウクライナ人道

危機救援金　多々良匡、深田千里、加藤、金

ジョイフルパルお客様、ジョイフルパル従

業員、永井鉄朗、丸山のり子、橋ヶ谷芳枝、

阿形耕三、水野幸子　■令和４年３月福島

県沖地震災害義援金　多々良匡　■社会

福祉活動資金寄附金　ふれあいサロン蔵

小路、田子重田尻店、石津若松会、士士、高

橋道弘、大井川公民館「大井川大学」、大

井川公民館「おおいがわ女性講座」、匿名

５件

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。　■ゆずります

とう製四連式ついたて、とう製マガジンラ

ック、木製折り畳み式座卓　■ゆずってく

ださい　豊田中学校男子制服一式（150い

㌢）、黒石小学校女児夏冬制服一式（150

㌢）、大富中学校女子夏冬制服一式（160

㌢）、油絵用の額縁（Ｆ３号、Ｆ５号、Ｆ

８号）、素焼きの鉢（５号以上） 申込方法

６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
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▲技適マーク

きらり街
ま ち

パワー!!

　先月６日、焼津市水産振興会から市内の

小学１年生全員に「やいちゃんのクリアフ

ァイル」がプレゼントされました。

　これは子どもたちに「さかなのまちやい

づ」に親しみを持ってもらおうと同会が毎

年行っているもので、今年は、市内の小学

校を代表して、東益津小学校で贈呈式が行

われ、会長である中
なか

野
の

市長より子どもたち

にファイルが手渡されました。

　ファイルには、焼津で水揚げされる魚や焼津の水産加工

品などが印刷されています。
やいちゃんのクリアファイル

新１年生に

やいちゃんのクリアファイルをプレゼント

浜通り夏のあかり展
手作りあんどん募集中！

　街のパワーとなっている、きらりと

輝く人や団体をご紹介します。 　陽光ザクラは、比

較的塩害に強く、花

は一重で大輪、鮮や

かなピンク色で、病

害虫に強くソメイヨ

シノより早く咲くと

いう特徴を持ってい

るとのことです。

▲植樹の様子

　７月 29 日㈮～ 30 日㈯に開催する夏の風物詩

「第 13 回浜通り夏のあかり展」に飾る、手作り

あんどんの絵を募集します。

　あんどんに、焼津の風景や特産品、家族の似顔

絵などを描いてみませんか。

募集数　30 作品（申込順）数

申 込方法　６月 21 日㈫までに、住所・法

氏名・電話番号・人数を電話または

メールで伝える

※ 作品の提出方法など、詳しくは受付

時にご案内します。

※ 作品は返却できませんので、ご了承

ください。

申 込・問合先　浜通り活性化フォーラ先

ム事務局（（一社）焼津市観光協会内）

K626-6266

Qkankou@yaizu.gr.jp

　私たち「松原公園に桜を植える会」は、平成 31 年に港第 23 自治会の役

員26人により結成され、地域の皆さんと一緒に、松原公園に桜を植樹したり、

田尻北桜まつりを開催したりする活動をしています。

　昨年３月には、松原公園横のトレ

ーニング道路に、子どもたちと一緒

に 50 本の「陽
ヨウ

光
コウ

ザクラ」の植樹を

行い、今年の４月、見事に花を付け

ました。

　地域の皆さんにも関心をもっても

らおうと、「桜だより」を発行する

など、将来この地域が桜の名所にな

るよう、取り組んでいます。

▲メンバーの㊧佐㊧㊧
さ

藤佐佐
とう

さん、㊥橋㊥㊥
はし

ヶ
が

谷
や

さん、㊨渡㊨㊨
わた

邉渡渡
なべ

さん（松原公園にて）

▲満開の陽光ザクラ

松原公園に桜を植える会


