
みる・きく
焼津図書館 子ども向けの催事
■秋のおはなしフェスタ　ちょっぴり特別な

おはなし会です。　対象　幼児～小学校低象

学年の子とその保護者　日時　①11月５日時

㈯　午前10時30分～、午後２時～　②11

月６日㈰　午後２時～　会場　①焼津図書

館２階研修室　②焼津図書館１階おはなしコ

ーナー　定員　①各回 20人　②15人　※

先着順。 ■おはなし会（３歳くらいから）

日時　11月12日㈯・19 日㈯・26 日㈯　午時

後２時～ 会場　焼津図書館１階おはなし場

コーナー ■あかちゃんおはなし会（２歳

くらいまで） 日時　11月９日㈬・23 日㈷　時

午前10時30分～ 会場　焼津小泉八雲記場

念館多目的室　定員　10組（先着順）員 ■こ

ども映画会　対象　小学生くらいまでの子と象

その保護者　日時　11月19 日㈯　午後２時時

45分～　会場　焼津小泉八雲記念館多目的場

室　内容 「ムーミン 友情の巻」など３本　

定員　20人（申込順）　員 申込方法　11月４日

㈮午前９時以降に電話または窓口で　【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 11月８日

㈫・22日㈫　午前10時30分～ ■幼児・

児童おはなしのへや 日時 11月の毎週

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　K622-9000

やいづ読書の会
日時　11月19 日㈯　午後１時30分～３時時

30分　会場　小川公民館　場 参加費　100費

円 内容 夏
なつ

目
め

漱
そう

石
せき

著「三四郎」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

志太マンドリン・ギター アンサンブル

第 35 回定期演奏会
日時　11月 20 日㈰　午後２時～（開場は時

午後１時 20 分） 会場　大井川文化会館　場

演奏曲　ひまわり、ジョン・ウィリアムズメ

ドレーなど　問合先 鷲
わし

山
やま

K643-7586

まなぶ
図書館講座「太陽と地球と大気と海洋
が織りなす複雑怪奇な世界-気候 -」
日時 11 月19 日㈯　午前10時～11時

30分　会場　焼津小泉八雲記念館多目的

室　講師 植
うえ

原
はら

量
かず

行
ゆき

さん（東海大学海洋学

部海洋理工学科教授） 定員　20人（申込員

順）　申込方法　11月３日㈷午前９時以降法

に電話か窓口で　申込・問合先 焼津図書

館　K628-2334

参加者募集 「子どもの居場所・学校
とフリースクール」
対象　子育て中の保護者や教育に関わる人

日時 11 月29 日㈫　午前 10 時～ 11 時

30分　会場　大村公民館　場 講師 見
み

崎
さき

聡
さとし

さ

ん（（一社）F
ファインド

ind・しいの木代表） 定員

20人（申込順） 申込方法　11 月 22 日㈫法

までに表題を「子どもの居場所」とし、氏名・

性別・電話番号をファクスかメールで　※託

児無料。希望する場合は 11 月 14 日㈪まで

に申し込む。　申込・問合先 スマイルラ

イフ推進課　K631-6862　N626-2188

Qsmile@city.yaizu.lg.jp 

権利擁護の普及啓発のための講演会
日時 11 月18 日㈮　午後１時 30 分～４時

30分　会場　総合福祉会館　場 講師 山
やま

竹
たけ

葉
よう

子
こ

さん（司法書士）　定員　100人（申込順）　員

申込方法　11 月 11 日㈮正午までに電話ま法

たはホームページで　申込・問合先 焼津

市成年後見支援センター K626-0555

落語で笑って学ぼう！権利擁護
日時 12 月３日㈯　午前 10 時～正午　会

場　総合福祉会館　場 内容　相続と遺言につ容

いて　講師 生
いく

島
しま

清
きよ

身
み

さん（行政書士、社

会人落語家）　定員　80人（申込順）　員 申込

方法　電話で　法 申込・問合先 中部地域包

括支援センター　K626-8811

スポーツ
市民スポーツ祭ソフトテニス大会
兼岡村杯ソフトテニス大会
対象　市内在住・在勤・在学の人　象 日程　

11月13日㈰　会場　市漁船員テニス場（中場

港）　参加費　一般ペア２千円、高校生ペア費

千円　※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　焼津先

市ソフトテニス協会　松
まつ

浦
うら

K628-0603

ニュースポーツふれあいフェスタ
i
イ ン

n 焼津
日時　11月27 日㈰　午前10時～正午、午時

後１時～３時　会場　総合体育館　場 持ち物

体育館シューズ　定員　50 人（先着順）　※員

種目など、詳しくは問い合わせてください。

申込期限 11月20 日㈰　申込・問合先　静先

岡県レクリエーション協会　K295-6011

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10時グ

30分～　■セルフヘッドセラピー＆美アッ

プ眉とメイク　11 月９日㈬・30 日㈬　午

後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　金ガ

曜日　午後６時50分～　■ピラティス　金ス

曜日　午後８時～　【共通】 要予約　※参約

加費がかかります。休講日など詳しくは問い

合わせてください。　会場•申込・問合先

サンライフ焼津　K627-3377

イベント
大井川図書館

「おたのしみ袋」の貸し出し
おすすめの本が入った「おたのしみ袋」を

貸し出します。　日時　11 月３日㈷　午

前９時～　持ち物 図書館利用者カード

※限定 40 袋。なくなり次第終了。　会場・

問合先　大井川図書館 K622-9000

復活「古代光通信狼
の ろ

煙
し

揚げ」
古来の通信方法である狼煙揚げを行いま

す。日時 11月３日㈷　午前９時～　（雨天

中止）　会場　方ノ上・石合山山頂（方ノ上場

城跡） 問合先 焼津市山の手未來の会　

牧
まき

田
た

K080-6924-5284

街の花壇にお花を植えてみませんか?
花の会会員と一緒に花の植え付けを行いま

す。参加者にはお土産をお渡しします。

日時 11月７日㈪　午前９時～　集合場所

市役所本庁舎西側出入口付近　※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、物

飲み物　問合先 花の会事務局（都市整備

課内）　K626-2165

ブックリサイクル開催
日時　① 11 月26 日㈯　午前10時～午

後３時50分、 ② 11 月 27 日 ㈰　 午 前

10 時～ 11 時 50 分 持ち物　図書館利

用者カード、本を入れる袋　定員　160

人（申込順） 申込方法　11月10 日㈭午

前９時以降に電話で　※完全予約制。曜

日指定可、時間指定不可（50 分ごと入れ

替え制）。　会場・申込・問合先　焼津図

書館 K628-2334

大井川図書館講座

手作り年賀状作成講座
日時　12月10 日㈯　午前10時～11時

30分　持ち物　筆記用具　定員　８人

（申込順）　申込方法　11月12 日㈯午前

９時以降に電話または窓口で　※小学生

以下は、要保護者同伴。　会場・申込・

問合先　大井川図書館 K622-9000

花沢の里などを巡るウオーキング 法華寺御
朱印と花沢城御城印を同時にゲット
日時　11月12日㈯　午後１時～４時　時 集合・

解散場所　花沢の里観光駐車場　参加費

500 円　※別途御朱印代・御城印代がかか

ります。　定員　50人（申込順）　員 申込期限

11月７日㈪　※詳しくは観光協会ホームペー

ジを確認してください。 申込・問合先　や先

●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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　県と市が運営する「ふじのくに出

会いサポートセンター」の出張登録

と相談会を開催します。

日時　12 月６日㈫　時

　午前10 時～午後５時

会場　市役所本庁舎１階会議室１A場

申込方法　11月 29 日㈫までに専法

用フォームから申し

込む

問合先　ふじのくに出先

会いサポートセンタ

ー K252-3080

■ 夜間火災予防広報の開始　11月より市内全域で、市消防団が消防車での夜間の見回りや火災予防啓発活動を行います。皆さんのご理解とご協力をお願いします。　問

合先　地域防災課　先 K623-2572

3x3 バスケ

テコンドー

レスリング

パラ

陸上

オリンピック

オリンピック

パラ

相互訪問

2022. ８月

ふじのくに出会いサポートセンター

出張登録＆相談会

詳しくは
こちら

お知らせ

いづ観光案内人の会事務局（（一社）焼津市

観光協会）　K626-6266

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　子どもと保護象

者　日時　11月13 日㈰　午前10時～午後時

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

ディスカバリーパーク焼津天文科学館

「皆既月食・天王星食」ライブ中継
ディスカバリーパーク焼津天文科学館公式

Y
ユ ー

ouYY T
チ ュ ー ブ

ube チャンネルにて生配信を行い

ます。 日時　11月８日㈫　午後６時ご

ろ～ 10 時ごろ　問合先　ディスカバリー先

パーク焼津天文科学館　K625-0800

サイエンスワークショップ

「忍法！つなのぼり人形」
壁を登る忍者のようなのぼり人形を作りま

す。　日時　11月 20 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

第３回お不動さん手づくり市
手作り雑貨や厄除

よ
動さ動さ

けいなり、スイーツ、特産

品、地元で採れた新鮮な野菜などを販売し

ます。　日時　11月 26 日㈯　午前９時～時

午後１時　会場　飯淵お不動さん（長徳寺）

問合先　大井川商工会　先 K622-0393

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
特別展およびプラネタリウム新番組準備の

ため臨時休館します。　日程　11月 29程

日㈫～12 月２日㈮・６日㈫～９日㈮（12

月３日㈯・４日㈰は展示・体験室のみ休室）

問合先　ディスカバリーパーク焼津天文科先

学館　K625-0800

犯罪被害者週間
毎年11月 25 日～12 月1日は「犯罪被害

者週間」です。市では犯罪被害に遭われた

人、その家族の不安などを相談できる窓口

を設置しています。 日時　月曜～金曜日時

（祝休日・年末年始を除く）　午前８時 30

分～正午、午後１時～５時　相談・問合先

くらし安全課　K626-1131

道路後退部分の非課税制度
建築確認申請に伴う道路後退用地の固定

資産税・都市計画税は、一定の要件を満た

せば申請した翌年度から非課税になりま

す。※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。　問合先　課税課先

土地担当　K626-1149

令和４年度狩猟期間開始
県内の今年度の狩猟期間は次のとおりです。

この時期に入山する人は十分に注意してくだ

さい。 期間 hイノシシ・二ホンジカ…11

月１日㈫～令和５年３月15日㈬　hその他

の狩猟鳥獣…11月15日㈫～令和５年２月

15日㈬　問合先　農政課　先 K626-2157

「女性の人権ホットライン」強化週間
11月18 日から 24 日まで「女性の人権ホ

ットライン」強化週間です。夫やパートナー

からの暴力やストーカーなど女性の人権で

お困りの人はお電話ください。　相談先

K0570-070-810 問合先　静岡地方法先

務局　K254-3555

11月は「児童虐待防止推進月間」
11月は子どもを守るとともに、子育てに悩

む保護者を支援するための児童虐待防止推

進月間です。虐待が疑われたら、すぐに児

童相談所（K189）またはこども相談セン

ターへ電話してください。 問合先　こど先

も相談センター　K626-1165

相続・遺言無料相談会
日時　11月19 日㈯　午後１時 30 分～４時

時 30 分　会場　焼津公民館　場 申込方法　

11 月 15 日㈫までに電話で　問合先　静先

岡県司法書士会事務局　K289-3700

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　11月時

20 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　11月11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

パートタイム就職相談会
対象　パートタイムで就職希望の求職者

日時　11月22 日㈫　午後２時～３時 30時

分　会場　焼津文化会館　場 申込期限　11

月 18 日㈮　※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

ハローワーク焼津　K628-5155（41#）

教育・進学知っ得セミナー
対象　中学生以上の学生の子を持つ保

護者　日時　11月27 日㈰　午前９時 50時

分～11時 50 分　会場　はれの季 小杉苑場

（藤枝市） 定員　30人（申込順）員 申込方

法　11 月 24 日㈭までに電話で 申込・

問合先　労金焼津支店　先 K629-2345

親と若者の就労支援セミナー
日時　11月26 日㈯　午後１時 30 分～５時　時

会場　市役所本庁舎1階会議室１B　※セミ場

ナー内容や申し込み方法など、詳しくは

市ホームページを確認してください。 問

合先　商工課　先 K626-1175　Shttps://

www.city.yaizu.lg.jp/kurashi/koyou/

shuuroushien_seminar.html

藤枝税務署からのお知らせ
令和５年10 月1日から、消費税の仕入税

額控除の方式であるインボイス制度が始ま

ります。早めの登録手続きをお願いします。

また、税務署では、説明会を開催しています。

詳しくは、インボイス制度特設サイト（国税

庁ホームページ）をご覧ください。　問合

先　藤枝税務署　先 K641-0680

献血にご協力を
日時 11月６日㈰・26 日㈯　午前９時30

分～午後０時15分、午後１時30分～４時　

会場 イオン焼津店　問合先　赤十字血液先

センター K247-7142

善意をありがとう
【敬称略】 ９月受付分 ■社会福祉活動資

金寄附金 大井川東民生委員児童委員協議

会、大富地区民生委員児童委員協議会、や

すもり玩具、見崎平八、高橋道弘、匿名４

名 ■ウクライナ人道危機救援金　多々良金

匡、ジョイフルパルお客様一同、加藤　■

令和４年８月３日からの大雨災害義援金

多々良匡　■文化事業基金寄附金　募金箱金

…10,707 円（７月～９月分）

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、木製畳シンす

グルベッド、VHS ビデオテープ（日本の風

景・山）　申込方法　11月７日㈪の午前８法

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

広報やいづ ２022-11-01 14

■  11 月９日は「119 番の日」　119 番通報の時、火災や救急などの災害種別や場所、災害状況など適正な通報をし、被害の拡大を防ぎましょう。　問合先　志太消防本先

部情報指令課　K623-1119

付・寄贈をありがとう寄
●しずおか焼津信用金庫から「S

エス

D
ディー

G
ジー

s
ズ

シール絵本」の寄贈

　９月 27 日㈫、しずおか焼津信用金

庫グループから「SDGs シール絵本」

500 冊が寄贈されました。

　しずおか焼津信用金庫の田
た

形
がた

理事長

は、「多くの子どもたちが SDGs に興

味を持って学んでほし

い」と述べました。

　寄贈いただいたシー

ル絵本は、ターントクル

こども館で活用します。

お知らせ

��������

年男・年女（卯年）


