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〜環境について幅広く学びませんか〜

内容・開催日
回

講義テーマ

開催日

開催時間

会場

８月４日㈭

午後７時〜午後９時

市役所本館６階 603 号室

２ 第２次焼津市環境基本計画

８月 30 日㈫

午後７時〜午後９時

市役所本館６階 603 号室

３ グループ討議「身近な生活と環境問題」

９月 28 日㈬

午後７時〜午後９時

市役所本館６階 603 号室

４ 環境関連施設見学（特種東海製紙）

10 月（未定）

午後１時〜午後５時

島田市向島町

11 月９日㈬

午後７時〜午後９時

市役所会議室棟１階 101 号室

６ 日本のエネルギー事情と再生可能エネルギー

11 月 30 日㈬

午後７時〜午後９時

市役所本館６階 603 号室

７ 焼津市のごみ問題と対策

12 月 13 日㈫

午後７時〜午後９時

市役所本館６階 603 号室

１月 12 日㈭

午後７時〜午後９時

市役所本館６階 603 号室

１ 開講式・地球温暖化対策と循環型社会

５ 公害問題と環境問題

８ グリーンコンシューマーになろう
９ 環境関連施設見学（ふじのくに地球環境史ミュージアム）

１月（未定）

10 焼津市の環境課題の共有・閉講式

２月 16 日㈭

「雑がみ」を燃やすごみとして捨てていませんか？
「雑がみ」は資源です。
「雑がみ」のリサイクルを促進するためのコ
ンテストを実施します。
表彰
11 月に表彰を実施
問合先
廃棄物対策課 K662-0572
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家庭教育学級学習会参加者募集

相談室

心や体の土台をつくる大切な幼児期の子ど
もに︑スマートフォンやパソコンなどの情報
機器を親としてどのように関わらせたらよい
かを学びます︒
対象 幼稚園や保育所︑小学校に通う子ども
をもつ保護者︑子育てに関わっている人
日時・会場
■小川公民館 会議室１
６月 日㈫ 午前 時〜午前 時 分
■東益津公民館 会議室１
６月 日㈭ 午前９時 分〜午前 時
講師 ＮＰＯ法人イーランチ
参加費無料 定員 各 人︵申込順︶
※託児あり︑詳しくは問い合せてください︒
申込方法 ６月３日㈮から電話で申し込む
申込・問合先 社会教育課
６６２︱０５１１
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K

焼津市市民公益活動事業費補助金

50

28

公開プレゼンテーション
開催

18

平成 年度の焼津市市民公益活動事業費補
助金の審査にあたり︑補助金申請団体による
事業計画のプレゼンテーションを一般に公開
します︒
対象 どなたでも
日時 ６月５日㈰ 午後１時〜
会場 市役所会議室棟１０１号室
入場無料 申込不要
問合先 市民協働課
６２６︱１１７８

K

第２回うなぎの放流会

■酒害相談 日時 ６月 23 日㈭ 午後１時 30 分〜３時 30 分 会場 総合福祉会館３階小会議室２ 問合先 焼津断酒会 K627-3916
■福祉なんでも相談 日時 月〜金曜日（祝休日を除く） 午前９時〜午後５時 会場・問合先 焼津市社会福祉協議会 K626-0555

絶滅が危惧されているニホンウナギを見
て・触って・考えて︑ウナギの資源保護や回
復について学びます︒
対象 小学生とその保護者
日時 ６月 日㈯ 午前９時 分〜正午
会場 深層水ミュージアムほか
参加費無料 定員
人︵申込順︶
申込方法 ６月１日㈬から電話で申込む
申込・問合先 ㈱恵比寿 担当 水野・望月
６３９︱７５７０

20

まちみがきライブ

魚レンジャーで焼津を盛り上げようの会

小泉八雲顕彰
文芸作品コンクール

20

16
32

ビニールコート紙、紙コップなど
のワックス加工紙、写真、感熱紙、
裏カーボン紙、ノーカーボン紙、汚
れたものなどは燃やすごみです。

10

相談室

焼津まちなかゼミナール

古紙のうち、新聞、雑誌・本、
段ボール、飲料用パック（牛乳パッ
クなど）の区分に入らないもので、
包装紙、紙箱、封筒・紙袋、トイレッ
トペーパーの芯などです。

焼津に滞在し︑焼津を愛した小泉八雲の業
績を顕彰するため︑八雲に関する作品を広く
募集します︒
応募資格 小学生以上
応募作品 八雲を題材とした未発表作品︵八
雲作品の読書感想文や随筆︑八雲の研究論
文︑八雲を題材とした短歌や俳句・川柳・
詩など︶
応募規格 全部門を通じて１人１編︒短歌・
俳句・川柳は５首または５句で１編︒いず
れも４００ 字詰たて書原稿用紙５ 枚以内
︵ただし︑研究論文は原稿用紙 枚以内︶
※ワープロやパソコンでの原稿作成可︒ただ
し︑原稿はＡ４サイズで縦 字・横 行で
縦書きとします︒
応募上の注意
作品は自作で未発表作品に限る
作品は楷書ではっきり書き︑原稿に題名を
書く︒短歌・俳句・川柳は５首︵句︶をま
とめた題名を書く
作品には応募用紙を付け︑題名・氏名・年
齢︵児童・生徒は学校名・学年も記載︶
・
住所・電話番号を記入︒感想文には読んだ
本の書名・編著者名・出版社名も記入
作品は︑常用漢字︑新かなづかいを原則と
する︒ただし︑短歌・俳句・川柳は旧かな
づかいも可
ペンネームも使用できるが︑応募作品には
本名も併記する
応募作品は返却しない
入選作品の著作権は主催者に帰属する
応募された作品の問合せには応じない
入選者を含む応募者の氏名や住所︑所属︑
作品に関する事項について︑広報一般に使
用・掲載されることや報道に提供すること
を許諾するものとする
応募方法 ７月１日㈮〜９月 日㈰︵消印有
効︶の間に窓口に持参または郵送する︵月
曜休館︶
※詳しくはホームページをご覧になるか︑問
い合わせてください︒
応募・問合先 〶４２５︱００７１
三ケ名１５５０ 焼津小泉八雲記念館
６２０︱００２２
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「雑がみ」とは

K
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﹁スマホのある子育てを
考えよう﹂

h
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平成 年度

20

焼津オンパレード博覧会 2016（焼津おんぱれ）
■焼津オンパレード博覧会
期間 ６月１日㈬〜 30 日㈭
詳細は公式 HP をご覧ください。
Shttp://fujiedaonpaku.jp/program/yaizuonparade
問合先 市民活動交流センター K631-9301

■図書館特別展示
６月 23 日㈭から 29 日㈬まで、焼津・大井川図書館にて男女共
同参画に関する図書の特別展示が行われます。一般書だけでなく絵
本の展示も行います。ぜひお越しください。

昨年度の補助対象事業

対象 市内の全自治会
実施期間 ７月〜９月
実施内容 実施期間中に各自治会
で分別回収された一世帯あたり
の「雑がみ」の量に応じて、上
位 10 自治会を表彰します
選考方法
①資源物集積所や町内会指定場所
において、コンテスト期間中の
連続する３回の収集日に回収さ
れた「雑がみ」のうち、回収量
の多い２回分の合計量が対象
②対象となった「雑がみ」の量を、
９月末日の自治体ごとの世帯数
で割り比較

人の意見や、興味を持たなかった
ジャンルの話を聞いてみると、今
までにない発想が生まれたり、
後々何かの結果につながったりす
るかもしれません。
新たな発見、新たな出会いを求
める方、ぜひ一度「くるさ〜」に
お越しください。
「くるさ〜」は
新たな活動をする方を応援しま
す。

焼津市中心市街地活性化推進事
業費補助金の募集

K

人一人の個性や能力よりも「男ら
しさ」
「女らしさ」が優先されて
しまっていることはないでしょう
か？男女共同参画は［女性の問題」
と思われがちですが、
「男性の問
題」でもあり「みんなの問題」で
す。まず、私
たちの意識をカ
イカクすること
が、社会をヘン
カクさせる大き
な力へとつなが
っていくのでは
ないでしょうか。

６月１日㈬から開催されている
「焼津おんぱれ」には、地域の魅
力と開催するパートナーの思いが
掛け合わさり、普段では考えられ
ない組み合わせが上手くコラボし
たプログラムが並んでいます。
立場も職種も違う初めて会った
もの同士が、お互いに意見を伝え
合うことで、それまでは気づかな
かった魅力が引き出され、違った
視点からのアプローチに気づき、
24 の魅力的な体験プログラムと
して形になりました。
このように、普段は交流が無い

市では︑焼津駅周辺の中心市街地 申請期限 ７月１日㈮︵必着︶
を活性化させるため︑新たに﹁焼津
申
請
・問合先
市中心市街地活性化基本計画︵平成
〶４２５︱８５０２ 本町２︱
年度〜平成 年度︶
﹂を策定しま
︱
した︒
産業政策課︵市役所本館３階︶
この計画に基づき︑中心市街地を
６２６︱１１７５
６２６︱２１８８
舞台として開催する事業に対し補助
金を交付します︒
みなさんも中心市街地の活性化の
ための事業を行ってみませんか︒
対象事業 平成 年３月までに中心
市街地で開催する事業
※営利目的の事業は対象外です︒
補助金額 事業費のうち︑補助対象
経費の１／２以内︵上限 万円︶
申請方法 市のホームページや産業
政策課の窓口にある申請書に必要
事項を記入のうえ︑産業政策課へ
郵送または持参してください
※申請を行うには﹁焼津まちみがき
の会﹂に登録する必要があります︒
登録手続き等については︑市のホ
ームページをご覧になるか︑問い
合わせてください︒

h
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海岸清掃ボランティア募集
深めてみませんか。
日時 ６月 19 日㈰ 午前９時〜 11 時 ( 雨天決行 )
会場 浜当目海水浴場

ご存じですか

14

h

手話で交流しよう

申込不要 団体で参加の場合は、６月 17 日㈮までに連絡
問合先 地域福祉課 K626-1127

わたり地域の環境衛生
活動に献身的に努めら
れた方々に廣瀬忠義会
長から感謝状が贈呈さ
れました︒
受賞者︵敬称略・順不同︶
中嶋静江︵焼津第７
自治会︶ 若梅吉秀
︵港第 自治会︶
提坂哲也︵大富第 自
治会︶ 鈴木稔︵大富
第
自 治 会 ︶
︵上泉自治会︶
森下秋雄
特定医療法人駿甲会
コミュニティーホスピ
タル甲賀病院︵焼津第
７自治会︶ 片瀬建設
㈱︵ 大富第 自治会 ︶
秋山定夫︵前焼津第
５支部長︶
h
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静岡市駿河区大谷
市役所本館６階 603 号室

毎年６月 23 日㈭から 29 日㈬
までの一週間は、内閣府が定めた
「男女共同参画週間」です。
今年度のキャッチフレーズは、
「意識をカイカク。男女でサンカ
ク。社会をヘンカク。
」です。
私たちは知らず知らずのうちに
「男らしさ」
「女らしさ」という固
定的な役割（ジェンダー）に大き
く影響されながら生活していま
す。たとえば「男だから」
「女だ
から」という理由で、何かを諦め
たり、逆に求められたりしたこと
はありませんか？このように、一

焼津市ろうあ福祉会のボランティア活動です。
海岸清掃をしながら聴覚障害者と交流し、手話への理解を

募募集集中中

﹁環自協﹂の活動

55
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環境生活課（大井川庁舎内）
K662-0571 N662-0834
Qkankyo̲seikatu@city.yaizu.lg.jp

焼津市環境衛生自治推進協会︵通称﹁環自協﹂
︶
は︑ごみ減量や不法投棄防止の啓発などを通じ
て地域の環境美化を図るため︑各自治会組織の
中心的役割を担って活動している団体です︒
問合先 廃棄物対策課
６６２︱０５７２

点 ︶ ②容器包装プラ
スチックの分別啓発を
先月 日︑市役所で環
推進する ③食品ロス
自協の第 回定期総会が
削減︑生ごみの水切り
開催され︑今年度の５つ
について普及・啓発を
の目標が承認されまし
行う ④不法投棄を予
た︒環自協では︑この目
防するため︑地域内の
標に基づき︑ごみ減量・
パトロールを実施する
３Ｒ︵リデュース 減ら
⑤家庭から出される燃
す・リユース 繰り返し
やすごみを前年比７４
使う・リサイクル 再資
０㌧減らす
源化︶推進に取り組んで
いきます︒
■長年の活動に感謝
目標 ①雑がみの徹底的
定期総会では︑長年に
な分別を推進する︵重

■活動目標

市内在
対象 次の要件の全てに該当する人
住または在勤、在学で 18 歳以上
環境の
知識を身に付け、市と協働して環境活動に取
り組もうと考えている
全 10 回の研修会
のうちおおむね８回以上参加できる
参加無料 定員 20 人（申込順）
※施設見学時の観覧料は自己負担。
申込方法 窓口または市ホームページにある所
定の申込書に必要事項を記入の上、窓口、郵
送、ファクスまたはメールで提出する
申込期限 ７月８日㈮（必着）
申込・問合先 〶 421-0205 宗高 900

未定
午後７時〜午後９時

様々なものや人の魅力にあふれているまち。
伝えたい、大切な想い。
それらがうまく掛け合わさったら、思いもよらない何かが生まれ
るかもしれません。

「男女共同参画」という言葉にみなさんはどんなイメージを
持っていますか。
「女性の問題」と考える方が多いのではない
でしょうか。
問合先 市民協働課 K626-1178

■高齢者総合相談 日時 月〜金曜日（祝休日を除く） 午前８時 30 分〜午後５時 会場 各地区の地域包括支援センター（以下「包括」
） 問合先 北部包括
K626-3219、中部包括 K626-8811、南部包括 K656-3322、大井川包括 K664-2700

