
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 10 月１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　毎週土曜日　午後２時

時～　会場　焼津図書館１階おはなしコ場

ーナー　内容　絵本や紙芝居容 ■あかち

ゃんおはなし会（２歳くらいまで） 日時

10 月 12 日㈬・26 日㈬　午前 10 時 30

分～　会場　焼津小泉八雲記念館多目的場

室　内容　絵本や手遊び　容 【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 10 月

12 日㈬・25 日㈫　午前 10 時 30 分～

■幼児・児童おはなしのへや 日時 10

月８日㈯・15 日㈯・22 日㈯・29 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　大先

井川図書館　K622-9000

やいづ読書の会
日時　10 月 15 日㈯　午後１時 30 分時 ～

３時 30 分　会場　小川公民館　場 参加費

100 円　内容　スティーヴン・キング著容

「スタンド・バイ・ミー」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

ギターアンサンブル“ドーン”

第 10 回定期演奏会
日時　10 月 10 日㈷　午後２時時 ～ 会場

江崎ホール（静岡市） 内容　３団体（ち容

いっとらっつドーン、焼津ドーン、藤枝ド

ーン）によるギターアンサンブル　問合先

NPO 法人ギター音楽教育プロモーション　

K623-3433

焼津・ジャマイカ フレンドシッ
プフェスティバル
焼津のレゲエシンガー P

パ パ

APA U
ユ ー ジ

-Gee のラ

イブ、ダンス、ボードゲーム、現地の言葉「パ

トワ」に触れ、ジャマイカの文化を楽しむイ

ベントです。 日時　10 月２日㈰　午前時

10 時～ 会場　焼津さかなセンター（八楠場

４） 問合先　NPO 法人ジャマイカ情報セ先

ンター 大
おお

和
わ

田
だ

K090-1780-6769

まなぶ
講演会「畜産堆肥の話」と土壌診断
畜産堆肥を活用した土づくり、堆肥の効果

的な使い方を学びます。希望者には簡易土

壌分析キットによる土壌診断を実施しま

す。 対象　農業で生計を立てている人、象

農業を始める予定の人　日時　11 月１日時

㈫　午後２時 50 分～３時 50 分　会場

大井川農業協同組合集出荷場２階（藤枝市）　

持ち物 圃
ほ

場
じょう

の土（土壌診断希望者）　定

員　20 人（定員を超えた場合は抽選）員 申

込方法　10 月 21 日㈮までに電話かメー法

ルで　申込・問合先　農政課　先 K626-

2157 Qnousei@city.yaizu.lg.jp

第１回認知症サポーター養成講座
（全３回）
日時　10 月８日㈯　午前 10 時時 ～正午　

会場　焼津駅前サテライトキャンパス（栄場

町３） 内容　全３回の講座を通じて認知容

症サポーターを養成します。すでに養成講

座を受講した人は、第２回目からの受講も

できます。 講師 新
あら

井
い

恵
けい

子
こ

さん（静岡福

祉大学教授） 定員　20 人（申込順）　※員

第２回目は 11 月 12 日㈯、第３回目は

12 月３日㈯に開催します。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　静岡福祉大学　先 K631-

5200

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　日程　12 月 15 日㈭・16程

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　11間

月１日㈫～ 30 日㈬　※申し込み方法な

ど、詳しくはホームページを確認するか問

い合わせてください。 問合先　志太消防先

本部予防課　K623-0119　Shttps://

www.shida119.jp

「焼津アルプス」自然ガイド養成講座
対象　「焼津アルプス」の自然に関心のあ象

る市民　期間　10 月～令和５年２月（全

４回） 内容　高草山や満観峰、花沢山な容

どの「焼津アルプス」を講師とトレッキン

グしながら自然について学ぶ　持ち物　登物

山のできる装備　参加費　500 円（保険費

代・資料代） 定員　10 人程度（申込順）員

申込方法　メールで　法 申込・問合先 大
おお

塚
つか

K090-8550-5356 Qyzacco@

yahoo.co.jp

高齢者のための陶芸教室
対象　市内在住の 60 歳以上の人　象 日時

10 月 11 日㈫・14 日㈮・18 日㈫・21

日㈮（全４回）　午前９時～正午　会場

焼津市陶芸センター 参加費　千円（材料費

費）　定員　10 人（申込順）　申込方法

10 月４日㈫～７日㈮の午前９時～正午に

電話で　申込・問合先　焼津市陶芸クラブ　先

松
まつ

村
むら

K626-9535

スポーツ
サンライフ焼津 講座案内
■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

「自彊術」無料見学会
31 動作からなる全身運動「自

じ

彊
きょう

術
じゅつ

」で健

康的な若々しい姿勢を目指しませんか。　

日時　10 月 25 日㈫　午前 10 時時 ～ 11

時 30 分　会場　八楠第一公会堂　場 持ち物

バスタオル、動きやすい服装　問合先　（公先

社）自彊術普及会　小
お

栗
ぐり

K090-8420-

8643

イベント
ディスカバリーパーク焼津天文科学館

イベントのお知らせ
■秋の生解説プラネタリウム①「はやぶさ

２ 小惑星リュウグウからの帰還」　期間　

10 月 16 日㈰まで　②「ちょっと大人の

ギリシャ神話」　期間　10 月 18 日㈫～

12 月４日㈰　※投影時刻はホームページ

をご覧ください。 観覧料　大人（16 歳料

以上）600 円、子ども（４歳～ 15 歳）

200 円　定員　165 人（当日先着順）　員 ■

CG ドームシアター「名探偵コナン 灼
しゃく

熱
ねつ
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デジタル化推進

やいづ市

５市２町イベントニュース

　秋号発行と同時に「GOTO アプリ」

を使ったモバイルスタンプラリーも開

催。５市２町の各施設を巡ると豪華景

品が抽選で当たります。

ぜひ、参加してください。

発行日　10 月 10 日㈷

配布方法　静岡新聞折り込み、市役所・法

公民館などで配布

問合先

　シティセールス課

K626-2145

● 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

　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 16 号（秋号）を発行します。

「「「GGG
ゴ ーゴ ー

OOOOOOOTTTTT
ト ゥ ート ゥ ー

OOOOOOOOOO」第16号発行」第16号発行」第16号発行

詳しくはこちら▶
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の銀
ギャラクシーレイルロード

河鉄道」期間　12 月４日㈰までの間

土日・祝日　※投影時刻はホームページを

ご覧ください。　観覧料　大人（16歳以上）料

600 円、子ども（４歳～ 15 歳）200 円　

定員　165 人（当日先着順）員 ■科学工作

コーナー「星座の缶バッジをつくろう」

日時　10 月８日㈯時 ～ 10 日㈷　午後１時

～３時 30 分　参加費　250 円　費 定員

各日 150 人（当日先着順）　■サイエンス

ワークショップ「ロボットプログラム体験

広場」 日時　10 月 15 日㈯・16 日㈰　時

午後１時～４時（20 分ごとの入れ替え制

で全９回） 定員　各回５組（当日先着順）　員

申込方法　各日午前 10 時から窓口で　法 ■

プラネタリウム音楽会「銀
ぎん

ノ
の

輝
かがやき

 星空に響

く二胡の調べ V
ボリューム

ol. ８」 対象　中学生以上　象

日時　11 月 19 日㈯　午前 11 時時 ～、午

後３時 30 分～（各回 60 分）　出演 鈴
すず

木
き

裕
ひろ

子
こ

さん（二胡奏者）　観覧料　大人（16料

歳以上）1,500 円、子ども（中学生～ 15

歳）500 円　定員　各回 165 人（申込順）　員

申込方法　10 月 15 日㈯午後１時以降に法

電話か窓口で　【共通】 会場・申込・問合

先　ディスカバリーパーク焼津天文科学館　先

K625-0800

親子ニコニコやいづっこべや
キッズルームとして展示室を開放します。

靴を脱いで本を読むことができ、お薦め本

などの紹介コーナーがあります。　対象

低学年くらいまでの小学生と保護者　日時

10 月 14 日㈮～ 26 日㈬　午前９時～午

後３時　会場・問合先　大井川図書館　先

K622-9000

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　10 月９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
島田樟誠高校 秋のオープンスクール
対象　中学生とその保護者　象 日時　10 月時

29 日㈯・30 日㈰　午前９時～ 11 時 15

分、午後１時～３時 15 分　内容　模擬授容

業、校内見学など　申込方法　10 月 29法

日㈯までにホームページで　※詳しくは問

い合わせてください。 会場・問合先　島先

田 樟 誠 高 校（ 島 田 市 ） K0547-37-

3116 Shttps://www.shosei.ed.jp

シルバー人材センター 会員募集
10 月はシルバー人材センター事業普及啓

発促進月間です。人生 100 年時代の生き

がいづくり、健康維持、社会貢献、経済的

余裕のために、シルバー人材センターの会

員になりませんか。毎月、入会説明会を開

催しています。詳しくは、ホームページを

ご覧ください。　問合先　（公社）焼津市先

シルバー人材センター　K622-3510　

Shttp://www.yaizu-sc.jp

そのほか
しずおかジョブフェア
■面接準備セミナー 日時　10 月 12 日時

㈬　午前 10 時～ 11 時 30 分　会場　水場

の森ビル２階会議室（静岡市）　■合同企

業面接会 日時　10 月 25 日㈫　正午時 ～

午後４時　会場　グランシップ会議室場

1001-1（静岡市）　【共通】 対象　おお象

むね 35 歳～ 54 歳の人　申込方法　ホー法

ムページか電話で　申込・問合先　しずお先

かジョブステーション　K284-0027

Shttps://jobsta.resv.jp/

第４回女性事業者交流会
「W

ウ ー マ ン

OMAN W
ウ ィ ル

ILL P
パ ワ ー

OWER」
さまざまな分野で活躍する女性事業者同士

で本音トークをしませんか。 対象　経営象

者や後継者など、事業経営に関わる女性　

日時　11 月 25 日㈮　午後２時時 ～４時

30 分　会場　藤枝市産学官連携推進セン場

ター（藤枝市）　持ち物　名刺、自社商品、物

会社パンフレットなど　定員　30 人（申員

込順）　申込期限　11月４日㈮　※申し込限

み方法など、詳しくは問い合わせてくださ

い。　問合先　しずおか焼津信用金庫お客先

様サポート部　K270-8011

ひとり親家庭のための個別相談
会・就業支援セミナー
■個別相談会　時間　午前９時 30 分間 ～午

後４時　内容　法律・生活・就業の個別相容

談　■就業支援セミナー 時間　午前 10間

時～正午　内容　アンガーマネジメントの容

話　【共通】　対象　ひとり親家庭の人、子象

どもがいて離婚を考えている人　日程

11 月 20 日㈰ 会場　県総合福祉会館（静場

岡市）　定員　各 10 人（先着順）　員 申込方

法　電話で　法 申込・問合先　ひとり親サポ先

ートセンター　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　10時

月 16 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　10 月７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

くらしの無料合同相談会
不動産、税金、労働、年金、経営、行政手

続きなどの相談に専門家が答えます。 日

時　10 月 29 日㈯　午前 10 時 30 分時 ～

午後４時　会場　静岡商工会議所４階場

401 会議室（静岡市） 申込方法　メール法

で（完全予約制）　※詳しくは問い合わせ

てください。　申込・問合先　静岡県土地先

家屋調査士会　K282-0600　Qinfo@

shizuoka-chosashi.or.jp

静岡県空き家の無料相談会
日時　11 月 12 日㈯　午前 10 時時 ～午後

３時（要予約）　会場　市役所１階会議室場

１A　相談内容　空き家に関する相続、税容

金、法律など　※相談時間は 30 分以内で

す。　予約・問合先　静岡県空き家対策推先

進協議会事務局　K247-3823

土地家屋調査士・行政書士

合同無料相談会
日時　10 月８日㈯　午後１時 30 分時 ～３

時　会場　焼津公民館会議室４場 相談内容

行政庁許認可申請、相続関係、測量、土地

境界の相談　問合先　静岡県行政書士会志先

太支部　青
あお

島
しま

K629-1198

労働問題でお悩みの方へ
パワハラや解雇、残業代未払いなど、労働

問題の解決に県民生活センターの労働相談

をご利用ください。　日時　土日・祝日を時

除く午前９時～正午、午後１時～４時　会

場・問合先　県中部県民生活センター（静先

岡市） K286-3208

中小企業退職金共済（中退共）制度
中退共制度は、中小企業のための国の退職

金制度です。国による掛け金助成や税法上

の優遇を受けることができます。外部積立

型のため、管理も簡単です。　※詳しくは

問い合わせてください。 問合先　（独）先

勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済

事業本部　K03-6907-1234

ご存知ですか？建退共制度
建退共制度は、中小企業退職金共済法に基

づく、建設現場労働者のための退職金制度

です。この制度は、事業主の人たちが、労

働者の働いた日数に応じて掛け金を充当

し、その労働者が建設業界で働くことをや

めたときに建退共から退職金を支払う制度

です。　※詳しくは問い合わせてください。　

問合先　（独）勤労者退職金共済機構建退先

共静岡県支部　K255-6846

遺産分割・相続登記制度が変わります
令和５年４月１日から遺産分割のルールが

変わります。また、令和６年４月１日から

土地や建物の相続登記の申請が義務化され

ます。詳しくは、インターネットから「法

務省　所有者不明」で検索してください。　

問合先　静岡地方法務局　先 K254-3555

献血にご協力を！
日時・会場　◇ 10 月２日㈰・22 日㈯・29場

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　◇ 10

月 30 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】 ８月受付分 ■社会福祉活動資

金寄附金 静岡銀行焼津黒潮会、見崎平八、

高橋道弘、匿名３件　■ウクライナ人道危機

救援金　多々良匡　金 ■令和４年８月３日か

らの大雨災害義援金　小板橋剛金 　■令和４

年７月大雨災害義援金　山竹偉之金 　■2022

年アフガニスタン地震救援金　多々良匡

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　木製シングルベッド、桐和ダンス、す

オペラグラス、整理タンス（７段） ■ゆ

ずってください　三和幼稚園男児制服一式 い

（100㌢）、小川中学校女子制服一式 (160

㌢以内）　申込方法　10 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

付・寄贈をありがとう寄
●はごろもフーズ㈱から市へ米寿を祝う米飯の寄贈

９月６日、市内に工場を持つ、は

ごろもフーズ㈱から、「パパッとライ

ス やんわかこしひかり」（パック米

飯）が寄贈されました。

　これは、「米」、「パパッと」＝「88」

にかけて米寿（88 歳）を迎えた市民

へのお祝いとして、寄贈していただ

いたものです。

　贈呈されたパック米飯は、今年度

米寿の市民 816 人（８月１日現在）

に届けられました。


