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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 ８月６日㈯　午前10 時 30 分～　会

場 焼津図書館１階おはなしコーナー ■

おはなし会（３歳くらいから） 日時 毎週土

曜日　午後２時～ 会場 焼津図書館１階

おはなしコーナー ■あかちゃんおはなし会

（２歳くらいまで） 日時 ８月10 日㈬・

24日㈬　午前10 時 30 分～ 会場 焼

津小泉八雲記念館多目的室 【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 ８月９日

㈫・23日㈫　午前10 時30 分～ ■幼

児・児童おはなしのへや 日時 毎週土曜

日 午前10 時30 分～ 【共通】 会場・

問合先　大井川図書館　先 K622-9000

焼津図書館 こども映画会
対象 小学生ぐらいまでの子とその保護者

日時 ８月 20 日㈯　午後２時 45 分～

会場　焼津小泉八雲記念館多目的室 定

員　20人（申込順）員 上映作品　「ともだち

や」、「きもだめしのばん」など　申込方法ど

８月５日㈮午前９時以降に電話か窓口で

申込・問合先 焼津図書館 K628-2334

映画「ひまわり」上映会
日時 ８月13日㈯　午後２時～（受け

付けは午後１時30分～） 会場 焼津文

化会館小ホール　料金ル １人500 円 定

員　100 人（先着順）員 問合先 国際生

活文化交流「ワールドプラザ」 K628-

5095

高校生こわ～い紙芝居＆手作り体験
対象　小・中学生（保護者同伴可）　日時

８月 23日㈫　午後２時～　内容　市内高容

校生による紙芝居朗読や手作り体験　定員

20 人（申込順） 申込方法　８月６日㈯午法

前９時以降に電話か窓口で　会場・問合先

焼津小泉八雲記念館　K620-0022

やいづ読書の会
日時　８月20日㈯　午後１時30分～３時時

30分　会場　小川公民館　場 会場費　100費

円 内容 内
うち

田
だ

百
ひゃっ

閒
けん

著「第一阿房列車」を

読んだ感想を語り合う 問合先 松
まつなが

永

K090-7434-5348

まなぶ
離乳食スタート講座
対象　生後３～５カ月の乳児とその保護象

者　日時　９月 29 日㈭　午前 10 時～時

11 時 内容　管理栄養士の講義とミニ

実習　持ち物　エプロン、三角巾、バス

タオル（親子で参加の場合）　定員　10員

組（申込順）　申込方法　８月２日㈫午前法

９時以降に電話か窓口で　会場・申込・問

合先　とまとぴあ先 K662-2300

保護者向け講座
■ペアレント・プログラム講座　対象　子象

ども（３～８歳）の発達について心配を

抱える保護者　日時　９月１日㈭・15日時

㈭・29 日㈭、10 月 13 日㈭・27 日㈭、

11 月 10 日㈭の全６回　午前 10 時～

11時 30分　会場　大富公民館会議室３　場

定員　８人（申込順） 申込方法　８月 25法

日㈭までに電話か申し込みフォームで

■第５回おやおや教室「こどもの体づくりか

らの学習支援　対象　子ども（主に５～象

12 歳）の保護者　日時　９月 14 日㈬　時

午前９時 30分～ 11時 30 分　会場　市

役所本庁舎１階会議室１A　※オンライ

ンでも実施します。　講師 夏
なつ

目
め

徹
てつ

也
や

さ

ん（発達支援教室講師）　定員　30人（申員

込順） 申込期限　８月 26 日㈮　限

【共通】※詳しくは市ホームペー

ジを確認するか問い合わせてく

ださい。　申込・問合先　こども先

相談センター　K626-1165　

ドイツ式 足の爪や角質のお手入れ
などの学習会
対象　乳児～小学生までの子の保護者ま象

たは教育に関わる人　日時　９月29日㈭　時

午前10 時～　会場　小川公民館　場 講師

磯
いそ

部
べ

奈
な

美
み

さん（サロンオフリール）　定員

20人（申込順）　申込方法　９月16日㈮法

までにファクスかメールで　申込・問合先

スマイルライフ推進課　K631-6862　

N626-2188　Qsmile@city.yaizu.lg.jp

家族学習会
対象　精神疾患を持つ人の家族　日時

８月 27 日㈯、９月 10 日㈯・24 日㈯、

10 月９日㈰・22 日㈯の全５回　午後

１時 30分～　会場　総合福祉会館　場 参

加費　千円（テキスト代含む）　費 定員

10 人（申込順）　申込方法　地域福祉課

（K631-5532）へ電話で　問合先　焼先

津親愛会　K623-4544

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１法

時30分～　■しなやかピラティス　木曜ス

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～　■ピラティス

金曜日　午後８時～　【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　サン先

ライフ焼津　K627-3377

市民スポーツ祭 グラウンド・ゴルフ大会
対象　市内在住の人　象 日程　10月５日㈬　程

会場　石津浜海岸公園　場 参加費　500円　費

申込方法　９月６日㈫までに電話で　法 申

込・問合先 桜
さくら

井
い

K624-2847

バウンドテニス初心者教室
対象　小学1年生以上で焼津市か藤枝市に象

在住・在勤・在学の人　※中学生以下は保護

者が送迎。　日時　８月２日㈫～11月29時

日㈫で全16回　午後７時～９時　会場　総場

合体育館　参加費　一般300円/回、中学費

生以下100円/回 申込方法　電話で　※法

９月18日㈰には焼津市バウンドテニス大会

も開催します。詳しくは問い合わせてくださ

い。　申込・問合先 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が送迎。　

日時　９月３日から11月19日までの毎週時

土曜日　午後６時～ 会場　焼津市漁船員場

テニスコート　持ち物　運動靴、動きやす物

い服装、テニスラケット　参加費　５千円　費

定員　40人　員 申込方法　９月３日㈯午後５法

時15分から会場で　問合先　焼津市ソフト先

テニス協会　天
あま

野
の

K620-3619

イベント
ディスカバリーパーク焼津天文科学館

お盆のイベント情報
■プラネタリウム投影　観覧料　大人（16料

歳以上）600円、子ども（４～15歳）

200円　内容　特別番組「忍たま乱太郎」容

など　定員　各回165人（当日先着順）　員

■ 夏の特別展「科学のお化け屋敷Ⅱ」 時

間　午前９時～午後４時30分（1時間ごと間

入れ替え）　観覧料　大人（16歳以上）料

300円、子ども（４～15歳）100円　■

科学工作コーナー「マジカルぷにぷにボール」

時間　正午～午後３時30分　間 定員　各日員

200人（先着順）　参加費　100円　【費 共通】　

日時　８月11日㈷～15日㈪時 午前９時～

午後５時 会場・問合先　ディスカバリー先

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

イベントと臨時休館のお知らせ
■月と土星を見る会 日時　９月10日㈯　時

①午後７時～７時50分　②午後８時～８

時50分　定員　各50人（申込順）　員 申込

方法　８月６日㈯午後１時から電話か窓口法

で　■星空案内人資格認定講座 対象　16

● 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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焼津海上花火大会

お知らせ
■ 看護師等再就職研修 対象　看護の仕事をしていない看護職免許保持者　象 日時　９月６日㈫～８日㈭　午前９時30分～午後３時30分　時 会場　静岡県看護協会（静岡場

市駿河区） 申込方法　８月26日㈮までに電話で　法 申込・問合先　静岡県ナースセンター　先 K202-1761

　骨髄などの提供を行った人（ドナー）

およびその人を雇用する事業者に対

し、奨励金を交付します。

奨励金　骨髄などの提供のために通

院・入院した日数（最大７日）に応

じて交付

hドナー…１日２万円

h事業者…１日１万円

※対象者や申請方法など

詳しくは問い合わせて

ください。

問合先　健康づくり課　先 K627-4111

ドナー登録にご協力ください

骨髄移植推進奨励金

詳しくは
こちら

詳しくは
こちら

歳以上で星空案内人に興味がある人　参加

費　講義100円、実技600円、テキスト費

代1,738円　申込方法　８月30日㈫～９法

月11日㈰にホームページで　※講座日程な

ど詳しくはホームページを確認してください。

■臨時休館のお知らせ　特別展入れ替えお

よびプラネタリウム番組準備のため臨時休

館します。　日程　８月23日㈫～28日程

㈰　【共通】　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

伝統文化子ども教室

「まがたまをつくろう！」
対象　小学生（小学３年生以下は保護者同象

伴）　日時　８月20日㈯　午前９時30時

分～11時30分、午後１時30分～３時

30分　会場　焼津文化会館３階会議室　場

持ち物　タオル　物 参加費　300円　費 定員

各回15人（申込順）　申込方法　８月６日法

㈯午前９時以降に電話または窓口で　申

込・問合先　歴史民俗資料館　先 K629-

6847　

こどもの文化芸術体験会 スクエアダンス
対象　小学生以上（保護者同伴可）　象 日時

９月４日㈰　午後１時30分～３時30分　

会場　焼津公民館大集会室　場 定員　48人員

（申込順）　申込方法　８月31日㈬までに法

電話で　申込・問合先　文化振興課　先

K626-9412

ブックリサイクル開催
対象　図書館利用者カードを所持している人　象

日時　①８月20日㈯　午前10時～午後３時

時50分　②８月21日㈰　午前10時～午

後２時50分　定員　220人（申込順）　員 申

込方法　８月６日㈯～13日㈯の期間に電法

話で　※日時の指定はできません。　申込・

問合先　大井川図書館　先 K622-9000

みんなで釣～れ！
対象　小学生以上（小学生は保護者同伴）　象

日程　９月23日㈮、10月16日㈰　程 会

場　焼津青少年の家、焼津漁港小川外港石

津南岸壁　参加費　800円程度　費 定員

30人（申し込み多数の場合は抽選）　申込

方法　８月20日㈯正午から24日㈬正午法

までにホームページで　申込・問合先　静先

岡県立焼津青少年の家　K624-4675

Shttps://yaisei.jp/

募集
市立総合病院 玄関ボランティア募集
活動日　平日で活動可能な日　時間　午前間

８時30分～11時30分　活動内容　玄関容

前での車椅子移動の手伝いなど　申込方法

電話で　申込・問合先　市立総合病院地域先

医療連携室　K623-3111

第 33 回 静岡県すこやか長寿祭スポ
ーツ・文化交流大会参加者募集
対象　県内在住で60歳以上の人　象 日程

９月～令和５年３月　※申し込み方法など

詳しくは問い合わせてください。 問合先

公益財団法人しずおか健康長寿財団　

K253-4221

求職者支援訓練 ３ヶ月でパソコンスキ
ルが身につく基礎科
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　９月７日㈬～12月

６日㈫　教材費　8,910円（税込み）　費 定

員　８人（選考あり）　員 申込方法　８月15

日㈪までに住所管轄のハローワーク窓口で　

会場・問合先　HYRSパソコン教室石津先

校　K050-3422-7262

「税の標語」募集
対象　市内在住・在勤・在学している人　象

応募方法　９月10日㈯までに専用フォー法

ム（https://tokai-kanzeikai.jp/tax.

html)で　問合先　東海間税会連合会　先

K052-871-9811

そのほか
「子どもの人権110番」強化週間
いじめや体罰、虐待などでお困りの人はお

電話ください。　日時　８月26日㈮～９時

月１日㈭　午前８時30分～午後７時（土・

日曜日は午前10時～午後５時） 相談先

K0120-007-110　問合先　静岡地方法先

務局　K254-3555

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　８月時

21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　８月12日㈮までに電話法

で　※平日にも実施しています。 申込・

問合先　焼津商工会議所　先 K628-6251

県中部地域合同企業説明会を開催
対象　令和５年３月以降に卒業予定の大学象

生および既卒３年以内の人など　日時　８時

月17日㈬　午後１時～４時30分　会場

グランシップ（静岡市） 申込方法　８月法

16日㈫までに専用フォームで　申込・問合

先　㈱東海道シグマ　先 K053-424-5121

献血にご協力を！
日時・会場　♢場 ８月13日㈯・20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　♢８月28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　K247-7142

善意をありがとう
【敬称略】 ６月受付分 ■社会福祉活動資

金寄附金　スーパー田子重登呂田店、ラック

＆ウインディ、食鮮館タイヨー小土店、山本

芳男、見崎平八、高橋道弘、松浦松雄、匿

名４件　■ウクライナ人道危機救援金

多々良匡、梶山尚子、焼津水産高校、ジョイ

フルパルお客様、望月龍太郎　■令和２年７

月豪雨災害義援金　多々良匡　■文化事業

基金寄附金（４月～６月分）　24,461円

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　大村中学校女子制服一式（160す

㌢）、梅干し用のかめ　申込方法　８月５法

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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■ 国連外国語講座（英会話・ハングル） 期間　９月～12月（週１回）　間 受講料　１万６千円料 申込期限　８月31日㈬　※受講コースや申し込み方法など詳しくは問い合限

わせてください。　問合先　（公財）静岡県国際交流協会　先 K202-3411
お知らせ

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。

▲東益津小での出前講座の様子

　地元の子どもたちへ「井伊直孝」を知っても

らうため授業を行いました。

▲完成した「井伊直孝物語」

直孝のふるさと「中里倶楽部」

市ホームぺージで公開中▶

　平成29年に発足し、現在22人で活動している直孝のふるさと「中里倶

楽部」。彦根藩二代当主井
い

伊
い

直
なお

孝
たか

にゆかりある「若宮八幡宮」や「井伊直孝

産湯の井」の来訪者へのボランティアガイドや地元小学生に向けた「赤備え

かぶと作り講座」などを実施し、市内外へ中里の魅力発信を行っています。

　今年２月、地域の歴史を後

世に伝えるために、漫画「井

伊直孝物語」を作成。会員で

物語を考え、地元の大学生石
いし

神
がみ

さん（静岡県立大３年）が

作画を担当しました。

　漫画は市ホームページでも

公開しており、今後はこの漫

画を活用して講座やガイドに

取り組んでいきます。

▲ 直孝のふるさと「中里倶楽部」の皆さん

と石神さん（中央）

付・寄贈をありがとう寄
● FPKナカタケより小川小学校

へ防災用間仕切りの寄贈

●静清信用金庫より放課後児童

クラブへプラモデルの寄贈

　６月９日、FPKナカタケより防災

用間仕切り「で～も・く～も」が小

川小学校へ寄贈されました。防災

時や通常の授業教材として利用され

ます。

　先月11日、静清信用金庫より放

課後児童クラブを利用する子どもた

ちへ、ものづくりを楽しく学んでも

らうため、プラモデル 500 個が寄

贈されました。


