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お 知 ら せ コ ー ナ ー
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。
●
NO.7

０歳〜小学校就学までの乳幼児期は

みる・きく
焼津図書館

・愛着の形成、自己肯定感を育てる
・生活リズムの確立
・後のびする力をつける
・学校教育の土台づくり

まず、
公立や私立とか
幼稚園・保育所の
ちがいがあるよね
その独自性を
いかしてちが
いを大切に
焼津の子を
" 共に " 育てる

お互いに高め

共通の目的を

あっていく仲

もとうよ

間だよね

■幼児から楽しめるおはなし会 日時 ６
月４日〜７月２日の毎週土曜日 午後２時
〜 会場 焼津図書館 ■むかしばなしの
へや 日時 ６月４日㈯、７月２日㈯ 午
前10時30分〜 会場 焼津図書館 ■小
学生から楽しめるろうどく会 日時 ６月
11日㈯ 午前10時30分 会場 焼津図
書館 ■あかちゃんおはなし会 日時 ６
月 ８ 日 ㈬・22日 ㈬ 午 前10時30分 〜
会場 焼津小泉八雲記念館 ■こども映画
会 日時 ６月25日㈯ 午後２時45分〜
会場 焼津図書館 【共通】 問合先 焼津
図書館 K628-2334

大井川図書館

平成 27 年４月新設

焼津市乳幼児教育推進会議
オール焼津（公立・私立、
幼稚園・保育所）が参加

自己肯定感を持つ
子どもを育てる

■おはなしのへや（乳幼児向け） 日時
６月15日㈬・28日㈫ 午前10時30分〜
■おはなしのへや（幼児・児童向け） 日
時 ６月４日㈯・18日㈯・25日㈯、７月
２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
対象 どなたでも 日時 ６月18日㈯
午後１時〜３時 会場 焼津図書館 内容
浅田次郎著「ハッピー・リタイアメント」
を読んだ感想を語り合う 問合先 松永
K090-7434-5348

H28 各部会設置で
乳幼児教育を推進 !!
・課題検討部会

鈴木裕子プラネタリウム音楽会

（年 10 回）

・乳幼児教育研修会
・保育者資質向上研修会
（年 10 回、平日夜間開催）

・乳幼児教育連絡協議会
（年３回）

・公開保育推進

次回の

広
広報やいづ

は…

６月15 日㈬に
臨時号をお届けします
「広報やいづ」は毎月１日に発行
していますが、６月 15 日㈬に臨
時号（選挙特集号）を発行します。
通常号と同じように、発行日の
朝刊に折り込んでお届けします。
内容 h参議院議員通常選挙
h選挙権年齢が「18 歳以上」に
h期日前投票所をイオン焼津店に
増設
ページ数 ４ページ（見開き１枚）
問合先 広報広聴課 K626-2145

■七夕幻想〜星空に響く二胡の調べ Vol.2
〜 対象 小学生以上 日時 ７月２日㈯
午後７時 観覧料 大人（16歳以上）800
円、子ども（小学生〜15歳）400円 定員
165人（前売券販売中） 会場・問合先
ディスカバリーパーク焼津天文科学館
K625-0800
ミュージコロビーコンサート Vol.60

魅力的なコントラバスを知ろう !!
日時 ６月24日㈮ 午後７時30分〜８時
30分（開場は午後７時） 出演 稲木良光
さん（コントラバス奏者）
、平井ひとみさ
ん（ピアノ奏者） 会場・問合先 大井川
文化会館 K622-8811
焼津中央高校合唱部第42回オペラ公演

フィガロの結婚
日程 ①６月11日㈯・12日㈰ ②６月
18日㈯・19日㈰ 開演時間 土曜日…午
後５時、日曜日…午後１時（開場は各回
30分前） 会場 焼津文化会館大ホール
入場料 ①…無料、②…500円 問合先
県立焼津中央高校 K628-6000

参加も可） 会場 総合福祉会館１階ふくし
の広場 講師 点字サークル「焼津タンポ
ポ」持ち物 筆記用具 申込方法 電話で
申込・問合先 地域福祉課 K626-1127

歴史民俗資料館企画展

合気道教室

きてみて焼津の浜通り

対象 幼稚園・保育園年長児から大人まで
日時 ①毎週土曜日の午後７時30分〜９時
②毎週火曜日の午後７時30分〜９時 ※い
ずれも子どもは午後８時30分まで。 会場
①焼津中央高校体育館柔道場 ②清流館高
校体育館柔道場 ※参加料など、詳しくは
問い合わせてください。 申込・問合先
焼津合気会 中村 K090-5620-7150

焼津の歴史と文化が息づく浜通りを再発見
してみませんか。 日時 ６月３日㈮〜９
月25日㈰ 午前９時〜午後５時 会場・
問合先 歴史民俗資料館 K629-6847

初夏の山野草展
日時 ６月 11 日㈯・12 日㈰ 午前９時
〜午後５時（12 日は午後４時まで） 会
場 小川新地コミュニティ防災センター
（小川新町１） 問合先 焼津山野草会 渡
辺 K090-8474-2274

まなぶ
小学生のための星空教室

高齢者のための陶芸教室
対象 60歳以上の市民 日時 ６月14日
〜７月15日の火・金曜日（全10回） 午前
９時〜正午 参加費 ３千円（道具代）
定員 10人（申込順） 申込方法 ６月４
日㈯〜６日㈪の午前９時〜正午に電話で
会場・申込・問合先 陶芸センター（三ケ名）
K626-0786

対象 小学４年〜６年生（保護者の方の同
伴か送迎をお願いします） 日時 ７月30
日㈯・31日㈰ 午後７時〜８時45分 参
加費 200円（同伴の保護者は 600 円）
定員 50人（申込順） 申込方法 ６月11
日㈯午前10時から電話または窓口で 会
場・申込・問合先 ディスカバリーパーク
焼津天文科学館 K625-0800

対象 60歳以上の市民 日時 ６月15日〜
８月17日の水曜日（全10回） 午前９時〜正
午 会場 総合福祉会館 定員 10人（申込
順） 申込方法 電話で 申込・問合先 焼
津市竹工芸クラブ 多々良 K628-0551

サンライフ焼津フィットネス教室

年金セミナー

■火曜日 ソフトヨガ 午前10時30分〜
シェイプアップ武道エクササイズ 午後７
時20分〜 ■水曜日 リズムウオーキン
グ 午前10時30分〜 ウオーキングエク
ササイズ 午後７時〜 ヨガ棒エクササイ
ズ 午後８時〜 ■木曜日 しなやかピラ
ティス 午前10時30分〜 チャレンジエ
アロ 午後７時20分〜 ■金曜日 ヨガ
午後６時50分〜 ピラティス 午後８時
〜 【共通】 要予約 ※参加費がかかりま
す。休講日もあるため、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

年金や健康保険、失業保険についてわかり
やすくお話しします。 対象 市内在住・
在勤の人 日時 ７月24日㈰ 午前10時
〜正午 会場 焼津文化会館３階第２会議
室 定員 40人（申込順） 申込方法 ７
月15日㈮までに電話で 問合先 （一財）
静岡県年金福祉協会 K251-2767
志太歴史と文化を楽しむ会・歴史民俗資料館

視覚障害サポート・ボランティア
養成（初級）講座
■必須講座
「視覚障害サポート・ボランティ
ア入門講座」 日程 ７月７日㈭〜８月９日
（選択） 日程
㈫のうち６日間 ■専門講座
９月〜10月のうち８日間 内容 「点訳」
「音
訳」
「アイサポ」の３講座から１つを選択
【共通】 会場 県総合福祉会館（静岡市葵
区） 定員 30人（申込順） 申込方法 ６
月30日㈭までに要項を請求し、７月２日㈯
（必着）までに申込書を提出する ※詳しく
は問い合わせてください。 問合先 県視
覚障害者情報支援センター K253-0228

高齢者のための竹工芸教室

第１回歴史文化講演会
■1800年頃の志太詩壇 ―柴野栗山との接
点 日時 ６月25日㈯ 午後２時〜３時
40分 会場 焼津文化会館３階会議室
（ふる郷漢詩サーチャー）
講師 八木博さん
定員 100人（申込順） 申込方法 ６月
４日㈯午前９時から電話または窓口で 問
合先 歴史民俗資料館 K629-6847

平成 28 年度狩猟免許予備講習会
狩猟免許試験に先立ち、予備講習会を実施
します。 日時 ７月18日㈷ 午前９時50
分〜午後４時 会場 静岡労政会館（静岡
市葵区） 内容 法令講義や実技など 受講
費 7,500円 定員 300人（申込順） 申
込方法 ６月30日㈭までに電話で 申込・
問合先 県猟友会事務局 K253-6427

募集

初級点字講習会

平成28年度狩猟免許試験

日時 ６月15日㈬・29日㈬、７月６日㈬・
20日㈬ 午後１時30分〜３時（１回のみの

日時 ８月28日㈰ 午前９時 会場 静
岡総合庁舎（静岡市駿河区） 免許の種類

人 ②混成Ａ…18歳以上の男女各２人
③混成Ｂ…45歳以上の男女各２人 日時
７月31日㈰ 午前８時30分〜 会場 総
合体育館 参加費 １チーム３千円 申込
方法 ７月７日㈭までに電話で 申込・問
合先 遠勢 K627-4376

公共職業訓練受講生募集

県立吉田特別支援学校運動会

再就職に向け、実践的な技能や技術を習得
するための６カ月間の職業訓練を行いま
す。受講料は無料です（テキスト代別途）
。
日程や申込方法など、詳しくは問い合わせ
てください。 内容 機械・電気・住宅の
分野に関する合計10コース 会場・問合
先 ポリテクセンター静岡（静岡市駿河区）
K285-7186

元気いっぱいがんばる姿をぜひ見に来てく
ださい。 日時 ６月４日㈯ 午前９時
30分〜午後２時45分 会場・問合先 県
立吉田特別支援学校 K0548-23-9872

福祉サービス第三者評価調査者養
成研修受講者募集
対象 ①組織運営管理業務３年以上の経験
者 ②福祉・医療・保健分野の有資格者も
しくは学識経験者（３年以上） 日程 ８
月26日㈮〜９月27日㈫のうち６日間 会
場 県総合社会福祉会館ほか 受講料 ３
万円 定員 30人（申込順） 申込方法
６月30日㈭までに電話で 申込・問合先
県福祉指導課 K221-2325

そのほか
大井川保育園「ひよこの会」
対象 ２歳未満の未就園児とその親 日時
６月22日㈬、７月13日㈬、10月19日㈬、
11月16日㈬、12月14日㈬、
平成29年１月
25日㈬、
２月15日㈬ 午前９時30分〜11
時30分 内容 親子触れ合いあそびの紹介
やミニ講座の開催、離乳食の紹介・試食な
ど 参加費 １回100円（保険料） 申込方
法 ６月17日㈮までに電話で 会場・申込・
問合先 大井川保育園 K622-7420

親子リズム
対象 ０歳〜未就園児とその親 会場・日程
大村公民館…第２・４水曜日、
道原集会所…
第１・３金曜日、
２区コミュニティ防災セン
ター…第１・３月曜日 時間 午前10時〜
11時30分 参加費 月1,100円 申込方
法 電話で 申込・問合先 新日本婦人の会
焼津支部 高池 K080-1565-7452
県民の日事業

実習船「やいづ」駿河湾体験航海
対象 小学生〜70歳 日時 ７月31日㈰
１回目…午前９時30分〜11時30分 ２回
目…午後１時30分〜３時30分 ※集合時
間は各回30分前 集合場所 焼津漁港焼津
新港「深層水ミュージアム」北側岸壁 参加
費 500円（保険料） 定員 各回80人（申
込多数の場合は抽選） 申込方法 学校ホー
ムページ内専用フォームか、氏名・性別・
年齢・住所・携帯電話番号・メールアドレ
スを明記しメールで 締切 ７月８日㈮
申込・問合先 県立焼津水産高等学校
K628-6148 Qh28yaizu@gmail.com

ふれあいキャンプ

障害の有無にかかわらず誰もが参加出来る
キャンプです。 ■参加者募集 対象 市
内在住・在学の中高生 参加費 3,500
円 定員 30人 ■ボランティアスタッ
「駅キャン・しずふく」のイベント
■暑中見舞いを出そう！ 絵手紙で「ここ
フ募集 対象 18歳以上（高校生不可）
ろを伝える暑中見舞い」を出してみません
参加無料 定員 10人程度 【共通】 日
か。 日時 ６月15日㈬ 午後１時30分
時 ８月８日㈪〜９日㈫（１泊２日） ※
８月４日㈭事前研修あり。 会場 山の家
〜３時 講師 福田 さん（日本絵手紙協
会公認講師） 参加費 200円（材料費） （島田市） 申込方法 電話で 申込期限
（先着順） ■笑って！笑って！
７月19日㈫ 申込・問合先 社会福祉協
定員 10人
「わらべ地蔵と陶人形展」 市内在住の高柳
議会 K621-2941
豊さんの陶人形の作品展です。 日時 ６
青少年国際交流キャンプ
月18日㈯・19日㈰ 午前10時〜午後４
対象 小学３年〜中学３年生 日時 ８月
１日㈪〜５日㈮（４泊５日） 会場 県立
時 入場無料 【共通】 会場 静岡福祉大
学焼津駅前サテライトキャンパス（栄町３） 朝霧野外活動センター（富士宮市） 内容
富士登山、テント生活体験、野外炊飯体験
問合先 静岡福祉大学 K623-7000
など 参加費 54,000円 定員 100人
やいづおもちゃ図書館
対象 子どもと保護者 日時 ６月12日㈰ （申込順） ※申込方法など、詳しくは問い
午前10時〜午後３時 会場 総合福祉会館
合わせてください。 問合先 （公財）国
際青少年研修協会 K03-6417-9721
問合先 社会福祉協議会 K621-2941
市民スポーツ祭
伝統文化子ども教室
■七夕かざりをつくろう！ 対象 ５歳〜
ソフトバレーボール大会
小学生（小学３年生以下は参加者１人につき
種目 ①レディース…18歳以上の女性４

保護者１人が同伴） 日程 ７月３日㈰ 参
加費 100円（材料費） ■水でっぽうを作
ろう 対象 小学生（小学３年生以下は参加
者１人につき保護者１人が同伴） 日程 ７
月23日㈯ 参加費 200円
（材料費）【共通】
時間 午前の部…午前10時〜11時30分、
午後の部…午後１時30分〜３時 会場 焼
津文化会館３階会議室 定員 各回20人
（申
込順） 申込方法 ６月５日㈰午前９時から
電話または窓口で ※持ち物など詳しくは
問い合わせてください。 申込・問合先
歴史民俗資料館 K629-6847
７月 29 日㈮〜 31 日㈰

焼津昭和通り七夕まつり
■七夕まつりコンクール作品募集 対象
どなたでも（グループも可） 申込期限 ７
月８日㈮ ■何かやりたい方募集 対象
どなたでも（団体・企業も可） 申込期限
７月22日㈮ 【共通】※参加費や応募方法
など、詳しくは問い合わせてください。
問合先 h昭和通り発展会事務所 K6270462 h増田 K090-1626-9915

場 大井川商工業研修センター（宗高900）
、会
利用可能な部屋（面積） 講堂（119㎡）
議室（54㎡）
、
小会議室（36㎡）
、
和室（45.55
㎡） 問合先 大井川商工会 K622-0393

労働保険料などの申告・納付
申告・納付は７月11日までに金融機関ま
たは静岡労働局、労働基準監督署でお願い
します。 問合先 hコールセンター（７月
19日㈫までの午前９時〜午後５時、土日・
祝日を除く） K0120-949-732 h静
岡労働局労働保険徴収課 K254-6316

献血にご協力を！
日時・会場 ◇６月５日㈰・26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（祢宜島） ◇
６月９日㈭ 午後０時30分〜２時／市役
所 午後２時45分〜４時15分／サンドラ
ッグ焼津本町店 問合先 赤十字血液セン
ター K247-7142
【

善意をありがとう

うみえ〜る朝市

【敬称略】 ４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、スー
日時 ６月25日㈯ 午前９時〜午後１時
パー田子重小川店、スーパー田子重西焼津
内容 フリーマーケットなど 会場・問合
店、豊田地区民生委員児童委員協議会、大
先 うみえ〜る焼津 K626-1551
井川舞の会、鶯友会、スーパー田子重田尻
駿河湾遊覧船
店、 士 、見崎平八、黒澤賢次、匿名４件
日時 ７月10日㈰ 午前７時15分出港 ※
■東日本大震災（東北地方太平洋沖地震）
参加費など詳しくは問い合わせてください。
義援金 原田酒店 ■平成28年熊本地震
（ア
申込・問合先 駿河湾遊覧船予約センター
災害義援金 馬場俊博、龍ちゃん食堂、加
ンビ・アツアーズ内） K620-7731
藤八重子、桜井和子、長島博雄、さわやか
はり・マッサージ無料奉仕
クラブやいづ豊田支部、村松隆士、内山文
対象 60歳以上の市民 日時 ６月26日
㈰ 午前９時30分〜 11時30分、午後１
夫事務所、岡本輝雄、黒潮グランドゴルフ
時〜２時30分（施術は１人あたり20分） クラブ、青山幸江、河野建、沖實、長谷川
会場 総合福祉会館 定員 午前50人、 はま子、さわやかクラブやいづ第三喜楽会、
午後30人（先着順） 問合先 焼津鍼灸マ
㈱ナカムラ、中村増江、春田紀生、巻田恭
ッサージ師会 長野 K622-8088
宏、山竹偉之、河村歯科診療室、金高明、
ギターサークル2013、松本正志 ■文化
ふれあいの居場所
お茶を飲んだりおしゃべりやゲームをした
事業基金寄附金 募金箱…3,038 円
り、地域に住む人々がふれあえる場所です。
どなたでも自由にご参加ください。 日時
バンクの登録期間は１カ月。譲渡は無料。
６月19日㈰ 午前10時〜正午（毎月第３
品物は譲渡成立まで自宅で保管してくださ
日曜日に開催予定） 会場 大井川睦園
い。申し込みは６月１日㈬の午前８時30分
問合先 大井川睦園 飯嶋 K622-8080
６月１日〜10日は電波利用環境保 から先着順です。 ■ゆずります 整理た
んす（大・小）
、押入たんす、七五三用着物
護周知啓発強化期間
無線機器を購入するときは、必ず「技適マ
一式（３歳用） ■ゆずってください ふた
ーク」が付いているか確認してください。
ば保育園体操服（110、120㌢）
、焼津高
、シング
校制服（160㌢）
・体操服（Ｌサイ
問合先 総務省東海総合通信局 h不法無
ズ ）
ルベッド、一輪車、キックボード、ドラム
線局の相談 K052-971-9107 hテレビ
などの受信障害の相談 K052-971-9648
セット、小児用自転車（補助車付）
、女児洋
大井川商工業研修センターをご利 服（130 〜 140㌢）、剣道着・防具一式（小
学生用）
、姿見鏡、焼津中央幼稚園制服一式、
用ください
使用料や定員など、詳しくは問い合わせて
臼（木製）
、チャイルドチェア、チャイルド
ください。 利用可能日時 午前９時〜午
シート、大富中学校男子制服（170㌢） 問
後10時（12月28日〜１月５日は休館） 会
合先 くらし安全課 K626-1131

不用品活用バンク

広告に関する一切の責任は広告主に帰属します︒

広告に関する一切の責任は広告主に帰属します︒

お知らせ

網猟・わな猟・第１種銃猟・第２種銃猟（全
４種） 試験内容 知識試験・適正試験・
技能試験 ※受験料や申込方法など、詳し
くは問い合わせてください。 申込期間
６月27日㈪〜７月29日㈮ 問合先 志太
榛原農林事務所 K644-9243

■ NASVA 交通事故被害者ホットライン NASVA では、自動車事故被害者のご家庭に対する援護サービスを行っています。事故などでお困りの時、相談先を紹介する
「NASVA 交通事故被害者ホットライン K0570-000738（ナビダイヤル）
」をご利用ください。 問合先 独立行政法人自動車事故対策機構静岡支所 K687-3421

お知らせ

■焼津商工会議所による創業・起業個別相談会
日時 ７月９日㈯午後１時 30 分〜４時 30 分、７月 23 日㈯午前９時〜正午 会場 焼津図書館２階視聴覚室 参
加無料 定員 ３人（申込順） 申込方法 各日８日前までに電話で 申込・問合先 焼津商工会議所 K628-6251

