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最大

60 万円
　　補助

応援‼

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）の楽しいイベントや美

しい景観など、地域の魅力あふれる

情報を掲載したイベント情報誌

「GOTO」の第 15 号を発行します。

発行日　７月 10 日㈰

※ 一部の新聞折り込み、または市役所・

公民館などで配布しています。

問合先　シティセールス課先

K626-2145

「G
ゴ ー

OT
ト ゥ ー

O」
第15号発行

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 ７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　７月２日㈯・９日㈯・時

16 日㈯・23 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　①７月 13 日時

㈬　②７月 27 日㈬　午前 10 時 30 分～

会場　①焼津小泉八雲記念館多目的室　場

②焼津図書館２階研修室　内容　絵本や容

手遊び　定員　10 組（先着順）員 【共通】

問合先　焼津図書館　先 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 ７月 12

日㈫・26 日㈫　午前 10 時 30 分～　会

場　大井川図書館場 ■幼児・児童おはなし

のへや 日時 ７月２日㈯・９日㈯・16

日㈯・23 日㈯　午前 10 時 30 分～ 会

場　大井川図書館　場 ■夏のおはなしのへや

日時　７月 31 日㈰　午後２時～　時 会場

大井川公民館 【共通】 内容 絵本や紙芝

居、手遊びなど 問合先　大井川図書館　先

K622-9000

焼津図書館「こわ～いおはなし会」
怖い絵本や紙芝居の読み聞かせを行いま

す。 対象　３歳くらい～小学校低学年と象

その保護者　日時　７月 30 日㈯　午後２時

時～　定員　20 人（申込順）　員 申込方法

７月６日㈬午前９時以降に電話か窓口で　

会場・申込・問合先　 焼 津 図 書 館　先

K628-2334

焼津シネマズ
対象　中学生以上　象 日時　７月 24 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　「品 蟬
せみ

しぐれ」 定

員　24 人（申込順）員 申込方法　７月６法

日㈬午前９時以降に電話か窓口で　申込・

問合先　焼津図書館　先 K628-2334

やいづ読書の会
日時　７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 松
まつ

尾
お

芭
ば

蕉
しょう

著「おくのほそ

道」（酒田～）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

焼津平和のための戦争展
■焼津平和のための戦争展　日時展 　７月時

29 日㈮～ 31 日㈰　午前９時～午後４時　

会場　ふれあいギャラリー　場 内容　紙芝容

居や絵画など　問合先　焼津平和のため先

の戦争展実行委員会　高
たか

池
いけ

K627-

5208 ■平和映画会 日時　７月 24 日時

㈰　午前９時 30 分～ 11 時 30 分　会場

焼津公民館大集会室　上映作品　「あの日品

のオルガン」 入場料　500 円料 定員

100 人（先着順） 問合先　焼津平和のた先

めの戦争展実行委員会 槙
まき

本
もと

K627-

4866

まなぶ
サイエンス講座

「タネって不思議ダネ！」
工作を通して、植物が種を遠くへ運ぶ仕組

みを知ろう！ 対象　小学４年～６年生　象

日時　７月 23 日㈯　午前 10 時 30 分～時

11 時 30 分　持ち物　セロハンテープ、物

ホチキス、はさみ、名前ペン　定員　15

人（申込順）　申込方法　７月５日㈫午前法

９時以降に電話か窓口で　会場・申込・問

合先　焼津図書館　先 K628-2334

科学講座「風船で工作しよう！」
風船を使って動くおもちゃを作ります。関

連図書の紹介もします。　対象　小学生（１象

年～３年生は保護者同伴）　日時　７月 27時

日㈬　午前 10 時～ 11 時 30 分　講師

ディスカバリーパーク焼津職員　持ち物

筆記用具、はさみ、水筒、持ち帰り用の袋　

定員　８人（申込順）員 申込方法　７月９法

日㈯午前９時以降に電話か窓口で　会場・

申込・問合先　大井川図書館　先 K622-

9000

文学講座

「小泉八雲を取りまく女性たち」
ギリシア人の母をはじめとする八雲の生涯

に影響を与えた３人の女性と、八雲文学と

の関わりを考えます。 日時　７月 23 日時

㈯　午後２時～　講師 那
な

須
す

野
の

絢
あや

子
こ

さん

（常葉大学外国語学部助教）　定員　25 人員

（申込順）　申込方法　７月５日㈫午前９時法

以降に電話または窓口で　会場・申込・問

合先　焼津小泉八雲記念館　先 K620-

0022

犬と楽しく暮らそう～飼う前に知
っておきたい４つのこと～
犬の飼育に係る法律、犬を飼うための心構

え、健康管理、犬種選びについて学びます。

対象　令和３年度以降に犬を飼い始めた象

人、飼育しようと考えている人　日時　７時

月 12 日㈫　午後１時 30 分～４時　会場

大富公民館第１・第２会議室　定員　20員

人（申込順） 申込方法　電話で　法 申込・

問合先　環境課　先 K626-2153

文化連盟俳句上達講座
日時　７月 18 日㈷　午後２時～３時 30時

分　会場　焼津文化会館３階会議室　場 講師

角
かく

谷
たに

昌
まさ

子
こ

さん（日本俳人協会理事）　参加

費　千円（当日徴収）費 問合先 大
おお

石
いし

K624-5734

試験
令和４年度 静岡県下水道排水設備
工事責任技術者試験
受験資格　20 歳以上で学歴に応じた実務格

経験を有する人　日程　10 月 19 日㈬　程

会場　レイアップ御幸町ビル（静岡市）　場

受験手数料　４千円　料 申込期間　７月 12間

日㈫～ 29 日㈮　※９月 20 日㈫に受験に

関する講習会を開催します。詳しくは問い

合わせてください。　問合先　静岡県下水先

道協会　K251-2870

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、約

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

ファミリーバドミントン教室
対象　中学生以上で市内在住・在勤・在学象

の人　※中学生は保護者の送迎が必要。

日時　７月 24 日㈰　午後５時 30 分時 ～８

時 30 分　会場　総合体育館サブアリーナ　場

コース　①体験者・初心者　②経験者　持

ち物　体育館シューズ、飲み物、タオル　物

参加費　200 円（保険料含む）　費 定員

30 人程度　申込方法　７月 18 日㈷まで法

に、住所・氏名・連絡先・コース番号を電

話、ファクスまたはメールで　問合先　焼先

津ファミリーバドミントン協会事務局　上
うえ

仲
なか

K090-2266-1524　N644-4439　

Qyaizu.fambad@outlook.jp

市民スポーツ祭 市民親善ゴルフ大会
対象　市内在住、在勤の人　象 日程　10 月程

４日㈫　会場　藤枝ゴルフクラブ（藤枝市）　場

参加費　３千円　費 定員　220 人　員 申込方

法　８月１日㈪～９月３日㈯の期間に電話法

で　申込・問合先　リンクス西焼津ゴルフ先

ガーデン　K626-6211

● 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。

せ ーナーコ知 らお

■ 島田樟誠高校 夏のオープンスクール 対象　中学生とその保護者　象 日時　７月 30 日㈯・31 日㈰　午前９時～ 10 時 30 分、午後１時 30 分～３時　時 内容　体感タ容

イムなど　申込方法　７月 30 日㈯までにホームページで　法 会場・申込・問合先　島田樟誠高校　先 K0547-37-3116
お知らせ
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イベント
ディスカバリーパーク焼津天文科学館

25 周年記念イベントなど
７月 20 日㈬にディスカバリーパーク焼津

は 25 周年を迎えます。天文科学館では、

この夏さまざまな記念イベントなどを開催

します。 ■ 25 周年記念 生解説プラネタ

リウム「±（プラスマイナス）25 年の宇宙」　

投影期間　７月２日㈯～８月 21 日㈰　間 定

員　各回 165 人（当日先着順）　員 ■ 25 周

年記念 夏の特別展「科学のお化け屋敷Ⅱ」

開催期間　７月２日㈯～８月 21 日㈰　間 ■

25 周年記念「夏休みサイエンスワークシ

ョップ」 日時　７月 24 日㈰　午後１時～時

４時　■プラネタリウム夏の特別番組「う

んこドリル ザ・プラネタリウム」 投影期

間　７月２日㈯～８月 21 日㈰　間 定員　各員

回 165 人（当日先着順）　■夏休みの理科

自由研究相談会 対象　理科の自由研究に象

興味のある小中学生　日時　７月 30 日㈯　時

午後１時～４時　■小学生のための星空教

室 対象　小学４年～６年生とその保護者　象

日時　８月５日㈮　午後７時～８時 45 分　時

定員　30 人（申込順）員 申込方法　７月法

23 日㈯午前 10 時以降に電話か窓口で　■

ものづくり教室「光る！ギャラクシーボト

ル」 対象　小学３年～中学生　象 日時　８月時

19 日㈮　午後１時 30 分～３時　定員

12 人（抽選）　要申込 【共通】　※「夏休

みサイエンスワークショップ」と「夏休み

の理科自由研究相談会」以外のイベントは

料金がかかります。時間や申込方法など、

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・問合先　ディスカバ先

リーパーク焼津天文科学館　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　子どもとその保象

護者　日時　７月 10 日㈰　午前 10 時～午時

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

焼津漁港見学会
水揚げ作業や超低温冷蔵庫などを見学しま

す。　対象　小学４年～６年生（保護者同象

伴可）　日時　８月 19 日㈮　午前９時～時

正午　定員　20 人（保護者含む）　※申員

込多数の場合は抽選。　申込方法　７月法

15 日㈮までにファクスまたはメールで　

※詳しくはホームページを見るか問い合わ

せてください。 集合場所・申込・問合先

静岡県焼津漁港管理事務所　K628-

3126　N629-6217 Qyaizu-kanri@

pref.shizuoka.lg.jp

早朝座禅会
座禅を組んだ後、住職の話を聞きます。　

対象　小中学生　象 日時　７月 31 日㈰　午時

前６時～７時　会場 林
りん

叟
そうんん

院
いん

（坂本）　定員

50 人（申込順）　申込方法　７月 22 日㈮法

午後３時までに電話か窓口で　申込・問合

先　焼津警察署生活安全課　先 K624-0110

募集
県すこやか長寿祭美術展作品募集
出品作品はグランシップ（静岡市）に展示

します（令和５年１月予定）。　対象　県内象

在住で昭和 39 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、門

写真　出品料　２千円　料 申込期限　10 月限

31 日㈪　※詳しくは財団ホームページを見

るか問い合わせてください。　問合先　（公先

財）しずおか健康長寿財団 K253-4221

熟年メッセージ募集
対象　県内在住で自分を熟年だと思う人象

（グループでも可）　募集テーマ　これまで

経験した感動や挑戦したいこと、生きがい

など、何でも可　締切日　８月 19 日㈮　

※申込方法や応募形式など、詳しくは問い

合わせてください。問合先　（公財）しず先

おか健康長寿財団　K253-4221

放送大学 2022 年 10 月入学生募集
目的に合わせて在学期間や科目を選択で

き、幅広い世代が学んでいます。　出願期

限　第 1 回…８月 31 日㈬　第２回…９月限

13 日㈫　※授業料など、詳しくは問い合

わせてください。 問合先　放送大学静岡先

学習センター　K055-989-1253

静岡県大井川広域水道企業団職員
採用試験
対象　大学を卒業し、30 歳までの人　象 募

集職種・人数　電気職員　若干名　数 給与

静岡県職員の規定に準じる　申込期間　７間

月 15 日㈮～８月 17 日㈬　※試験日程や

申込方法など、詳しくは県大井川広域水道

企業団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　静岡県大井川先

広域水道企業団 K0547-32-0136

静岡いのちの電話

ボランティア電話相談員募集
対象　23 歳～おおむね 65 歳の人　象 研修

期間　今年４月～令和６年３月）間 募集期

限　８月８日㈪　※受講料や申込方法な限

ど、詳しくは問い合わせてください。　問

合先　静岡いのちの電話事務局　先 K272-

4344（平日午後１時～５時）

そのほか
ひとり親家庭のための出張個別相談会
職業紹介や求人登録、弁護士による養育費

などの相談ができます。　日時　８月９日時

㈫　午前９時 30 分～午後４時　会場　市場

役所本庁舎２階会議室２A　申込方法　電法

話で　申込・問合先　ひとり親サポートセ先

ンター K254-1191

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　７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　７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

交通事故の補償問題でお困りの方は
交通事故紛争処理センターの弁護士が、中

立・公正な立場で、示談交渉を無料で手伝

います。　問合先　交通事故紛争処理セン先

ター静岡相談室　K255-5528

７月５日発売 サマージャンボ宝くじ
この宝くじの収益金は、市町の明るく住み

よいまちづくりに使われます。　販売期間

７月５日㈫～８月５日㈮　販売価格　１枚格

300 円　問合先　（公財）静岡県市町村振先

興協会　K202-4343

献血にご協力を！
日時・会場　７月２日㈯・31 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】 ５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、喫

茶カラオケファイブハウス、匿名５件　■

ウクライナ人道危機救援金　水野幸子、平金

松武、多々良匡、成澤富江、焼津市仏教婦

人会、大富地区民児協、深田千里

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　二段ベッド、算数ボックス　す ■ゆ

ずってください　植木鉢、スコップ、梅干い

し用のかめ　申込方法　７月５日㈫の午前法

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

きらり街
ま ち

パワー!!
　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。

▲大井川東小で児童に「ソーラン大井川」を指導

※ 今月開催の踊夏祭に大井川東小５・６年生の

有志が出演する予定です。

▲昨年の踊夏祭での演舞の様子

A t oG ☆舞夏

動画▶

　「A
エートゥージー

toG ☆舞
まい

夏
か

」は、平成 20 年に結成され、メンバー 10 人で焼津市を

拠点に活動しているよさこいチームです。地域活性化に貢献するため、地域

のお祭り・イベント、福祉施設・企業の周年祭での演舞、また、焼津の踊り

を継承するため、幼稚園・小学校で踊りの指導を行っています。

　　「多くの人たちへ『笑顔の華』

を届けたいという思いで、地

域に愛されるチームを目指し、

出会った人たちとの交流を大

切にしています」と語る、代

表の長
は

谷
せ

川
がわ

紀
き

代
よ

美
み

さん（写真

上段右から２人目）。

　　今月 17 日㈰に開催する

「踊
おどらっかさい

夏祭」（今号 10 ページ参

照）にも出演する予定です。▲「AtoG☆舞夏」のメンバーの皆さん

お知らせ
■ 藤枝特別支援学校小学部 親子体験入学・説明会 対象　①説明会…保護者　②体験入学…児童とその保護者　象 日時　①９月 13 日㈫　午前９時 20 分～ 11時 45 分　時

②９月 14 日㈬・15 日㈭・16 日㈮のいずれか１日　午前９時 30 分～　※詳しくは問い合わせてください。　問合先　藤枝特別支援学校小学部　先 K636-1892


