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お問い合わせ K626-9414

探しています

焼津にあった映画館の情報
歴史民俗資料館では、
「昔の映画」
を扱った企画展を予定しています。
そこで、かつて焼津にあった映画
館に関する資料を探しています。
「焼津座」
「ミナト座」
「オデオン座」
などの写真やそこで使われていた看
板や備品などを持っている人は、ぜ
ひ一度ご連絡ください。
問合先 歴史民俗資料館
K629-6847
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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。
●

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 ４月３日㈯、５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 内容 世界の昔話 ■おはな
し会（３歳くらいから） 日時 ４月３日
～５月１日の毎週土曜日 午後２時～ 会
場 焼津図書館１階おはなしコーナー 内
容 絵本や紙芝居 ■あかちゃんおはなし
会（２歳くらいまで） 日時 ４月 14 日
㈬・28 日㈬ 午前 10 時 30 分～ 会場
焼津小泉八雲記念館多目的室 内容 絵本
や手遊び 定員 10 組（先着順）【共通】
問合先 焼津図書館 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 ４月 13 日
㈫・27 日㈫ 午前 10 時 30 分～ ■幼児・
児童おはなしのへや 日時 ４月３日～ 24
日の毎週土曜日 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
４月23日〜５月12日は
「こどもの読書週間」

おおいがわおはなしフェスタ
大井川図書館では、
「こどもの読書週間」に
合わせて、子どもが本やお話に親しめるよう
イベントを開催します。また、図書館員が選
んだ絵本や児童書が入った「おたのしみ袋」
を貸し出します。どんな本が入っているのか
は開けてからのお楽しみ。 ■おはなし会
日時 ４月 24 日㈯・25 日㈰ 午前 10 時
30 分～、午後２時～ 内容 絵本の読み聞
かせ、パネルシアターなど ■おたのしみ袋
の貸し出し 対象 未就学児～小学生と保護
者 日時 ４月 24 日㈯・25 日㈰ 午前９
時～ 持ち物 図書館利用者カード（
「おた
のしみ袋」を借りる場合） ※貸し出しは１
人１袋まで。
各日20袋限定。【共通】 会場・
問合先 大井川図書館 K622-9000

やいづ読書の会
日時 ４月 17 日㈯ 午後１時～３時 会
場 焼津図書館２階研修室 内容 イプセ
ン著「人形の家」を読んだ感想を語り合う
定員 15 人（先着順） ※詳しくはホーム
ページ（https://yaizudokusyonokai.
jimdo.com/）を確認してください。 問
まつなが
合先 松永 K090-7434-5348
志太マンドリン・ギターアンサンブル

サロンコンサート
日時 ４月４日㈰ 午後２時～（午後１時
30 分開場） 会場 総合福祉会館 定員
160 人（先着順） 演奏曲 ミスター・ロ

着） ※様式については問い合わせてくださ
い。 申込・問合先 〶 425-0033 小
うえさわ
川 2784-1 上澤 K090-7020-6098

バウンドテニス初心者教室

ンリー、柔、栄光の架橋、映画音楽など
問合先 志太マンドリン・ギターアンサン
わしやま
ブル 鷲山 K643-7586

まなぶ
焼津図書館講座

情報を読み解く楽しさ〜新聞や本
など、活字の魅力再発見〜
新聞や図書館にある絵本を使って効率的な
読解法や活用法と、活字と言葉の魅力につ
いて再発見してみませんか。また、図書の
紹介もします。 対象 小学４年生以上
日時 ４月 24 日㈯ 午前 10 時～ 11 時
30 分 会場 焼津図書館２階研修室 講
や ざわかずひろ
師 矢澤和宏さん（静岡新聞 NIE コーディ
ネーター） 持ち物 筆記用具、
カラーペン、
はさみ 定員 20 人（申込順） 申込方法
４月６日㈫午前９時から電話か窓口で 申
込・問合先 焼津図書館 K628-2334
藤枝法人会講演会

夢を夢で終わらせない！
日時 ５月 17 日㈪ 午後３時～４時 30
分 会場 ホテルアンビア松風閣 講師
おくむらこう じ
奥村幸治さん（NPO 法人ベースボールス
ピリッツ理事長） 定員 100 人 申込方
法 ４月 15 日㈭から電話かファクスで
申込・問合先 （公社）藤枝法人会事務局
K643-8410 N645-1310

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
ブ ド ゥ
エ ク サ サ イ ズ
～ ■シェイプアップ BUDO exercise
火曜日 午後７時 20 分～ ■リズムウオ
ーキング 水曜日 午前 10 時 30 分～
■ヨガ＆ヨガ棒エクササイズ 水曜日 午
後８時～ ■しなやかピラティス 木曜日
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～ ■ピラティス 金
曜日 午後８時～ 【共通】 要予約 ※参
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
焼津市民スポーツ祭

ソフトバレーボール大会
対象 レディース…18 歳以上の女性４人、
混成 A…18 歳以上の男女各２人、混成 B…
45 歳以上の男女各２人、混成 C…55 歳以
上の男女各２人 日時 ５月９日㈰ 午前
９時～ 会場 総合体育館 参加費 １チ
ーム３千円 申込方法 所定の様式に必要
事項を記入し、
４月 20 日㈫までに郵送で（必

対象 小学１年生以上で焼津市・藤枝市在
住・在勤・在学の人 ※中学生以下は保護
者の送迎が必要。 日時 ４月６日㈫～７
月 27 日㈫の間で全 11 回 午後７時～９
時 会場 総合体育館 参加費 一般…１
回 300 円、中学生以下…１回 100 円、
親子１回 300 円 持ち物 体育館シュー
ズ、運動のできる服装 ※詳しくは問い合
わせてください。 問合先 焼津市バウン
や ぎ
ドテニス協会 八木 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・
在学の人 ※中学生以下は保護者の送迎が
必要。 日時 ４月 17 日㈯～７月３日㈯
の毎週土曜日（全 12 回） 午後６時～７時
30 分（当日の午後５時 15 分から受付開始）
会場 漁船員テニスコート 参加費 ６千
円 定員 40 人 持ち物 ソフトテニスの
ラケット、テニスシューズ 問合先 焼津
あま の
市ソフトテニス協会 天野 K620-3619
令和３年度 サタデースポーツ上半期日程
土曜日の午前中に楽しくスポーツをして、気
持ちよく汗を流しましょう！幼児からシニアま
で、気軽に参加してください。 会場・日時
h総合体育館…４月 24 日、５月 15 日、６
月 26 日、７月 24 日、８月７日、９月 25
日 h焼津体育館…４月 17 日、５月 15 日、
６月 12 日、７月 24 日、８月 21 日、９月
25 日 午前９時～11 時 参加費 1人1 回
200 円（保険料含む。毎回会場で受け付けま
す） 種目 各会場で実施している種目は焼
津市スポーツ協会のホームページ（http://
www.yaizu-sports.com）を見るか問い
合わせてください。 問合先 NPO 法人焼
津市スポーツ協会 K626-7930

時 h 平日、５月１日㈯～５日㈷…午前９
時～午後４時 30 分、h 土日・祝日…午前
10 時～午後５時 30 分 観覧料 大人
（16
歳以上）300 円、子ども（４歳～ 15 歳）
100 円 会場・問合先 ディスカバリーパ
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

ゴールデンウイーク開館のお知らせ
■プラネタリウム投影 日程 ５月１日㈯～
５日㈷ ※投影時刻は問い合わせてくださ
い。 内容 十二星座ほしとりレース、ハナ
ビリウム、ブラックホール、銀河鉄道の夜
観覧料 大人（16 歳以上）600 円、子ども
（４歳～ 15 歳）200 円 定員 各回 120
人（先着順、午前９時からその日の全ての回
のチケットを販売） ■天文台見学会 静岡
県最大の天体望遠鏡をご紹介。 日時 ５月
１日㈯～５日㈷ 午後２時～・４時～ 定員
各回 20 人（先着順） 参加無料 ※展示・
体験室では、春の特別展「かくれた動物を探
しだせ！探検☆どうぶつランド」を開催して
います。 【共通】 開館時間 各日午前９時
～午後５時 会場・問合先 ディスカバリー
パーク焼津天文科学館 K625-0800
日本宇宙少年団 焼津分団団員募集
日本宇宙少年団（YAC）焼津分団の５期生
を募集します。星空観察、科学実験や科学工
作などいろいろなメニューを体験できます。
仲間と一緒に宇宙や科学について楽しく学
ぼう。 対象 小学４年～中学１年生 活
動期間 ５月～令和４年３月（毎月１回）
会費 本部年会費３千円（活動ごとに参加
費がかかる場合があります） ※初めての場
合は、初回登録料２千円が必要。 定員
10 人（申込多数の場合は抽選） 申込期限
５月１日㈯（必着） ※申込方法など、詳し
くはホームページを見るか問い合わせてくだ
さい。 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

スポーツ安全保険

天文科学館新規ボランティア募集

スポーツや文化活動などを行う４人以上の
団体で加入が可能です。 対象 団体活動中
と活動場所への往復 保険期間 ４月１日
～令和４年３月 31 日 年間掛け金 子ども
１人 800 円より 内容 傷害保険、賠償責
任保険、突然死葬祭費用保険 ※年齢や活
動内容により掛け金が異なります。詳しくは
問い合わせてください。 問合先 スポーツ
安全協会静岡県支部 K262-3039

科学教室や星空観望会の運営や補助をする
新規ボランティアを募集します。科学実験・
工作、天文など希望の分野で活動できます。
希望者は４月 25 日㈰、５月 15 日㈯に開
催するボランティア事前説明会のいずれか
の回に必ず参加してください。 対象 令
和３年４月１日現在、18 歳以上で天文また
は科学、工作に興味、関心のある人 活動
期間 ５月 30 日㈰～令和４年３月 31 日

イベント

科学の道具を使って、動物を探し出そう！
※本物の動物展示はありません。 開催期
間 ４月 17 日㈯～６月 27 日㈰ 開室日

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
者 日時 ４月 11 日㈰ 午前 10 時～正
午 会場 総合福祉会館２階大広間 問合
先 社会福祉協議会 K621-2941

募集
焼津災害支援ネットワーク 会員募集
正会員および賛助会員を募集します。 活
動内容 災害発生時のボランティアセンタ
ーの運営補助、防災に関する勉強会など
年会費 正会員…500 円、賛助会員…千
円 ※ボランティア保険未加入者は別途
500 円必要。 申込・問合先 焼津災害
いまむら
支援ネットワーク 今村 K623-0183
志太ミュージカルの会 第 10 回記念公演

「志太のミュージカル」出演者募集
全く経験がなくても大歓迎！１年を通して
頑張れる幅広い年齢層の参加をお待ちして
います。 対象 どなたでも ※未成年者
は保護者の同意または付添人が必要。 活
（８
動日 ７月～令和４年８月の毎週日曜日
月に公演予定） 参加費 月額４千円（公演
に向けて別途費用の徴収あり） 申込期限
６月６日㈰ ※５月 23 日㈰午前９時 30
から藤枝生涯学習センターで事前説明会を
開催します。 ※申込方法など、詳しくは
問い合わせてください。 申込・問合先
オフィス志太ミュー K641-9780

労働基準監督官採用試験
労働基準監督官は、労働者の賃金や労働時
間、安全衛生などの労働条件の確保・改善

森林づくり県民税「令和７年度まで５年延長」

ディスカバリーパーク焼津天文科学館

春の特別展「かくれた動物を探し
だせ！探検☆どうぶつランド」

㈭まで（１年ごとの更新制） 募集期間 ５
月 18 日㈫まで ※申込方法など、詳しく
はホームページを見るか問い合わせてくだ
さい。 会場・応募・問合先 ディスカバ
リーパーク焼津天文科学館 K625-0800
星空観望会 年度パスポート販売
毎週土曜日と日曜日の夜に開催している星
空観望会の年度パスポートを販売します。
通常参加料１回 100 円ですが、このパス
ポートは、年度内であれば何回でも参加で
きます。四季折々に変化を見せる星空をぜ
ひお楽しみください。 販売日 ４月１日
㈭～ 有効期限 令和３年度末 販売価格
400 円（４歳以上） ※３歳以下は無料。
購入方法 窓口で 問合先 ディスカバリ
ーパーク焼津天文科学館 K625-0800

も り

県は、平成 18 年度から森林づく
り県民税を財源として、荒廃森林の整
備を進めています。山地災害のリスク
軽減のため、課税期間を５年間延長し、
引き続き整備を進めます。
広
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税額 h個人…年 400 円
h法人…均等割額の５％
問合先 h県税務課 K221-2337
h県志太榛原農林事務所
K644-9243

を図る厚生労働省の職員です。 試験日
１次試験…６月６日㈰、２次試験…７月
13 日㈫～ 15 日㈭ 申込期限 ４月７日
㈬ 申込方法 インターネット（http://
www.jinji-shiken.go.jp/juken.html）
で ※受験資格など、詳しくは問い合わせ
てください。 問合先 静岡労働局総務部
総務課人事係 K254-6326

の支払いが受けられず強制執行をしたい
が、相手（債務者）の財産が不明な場合、
裁判所の情報取得手続きで相手（債務者）
の財産を調べることができます。 ※詳し
くは問い合わせてください。 問合先 静
岡地方裁判所 K251-4029

そのほか

日時・会場 ４月 29 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

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 日時 ４月
18 日㈰ 午後１時 30 分～４時 30 分
会場 焼津図書館２階研修室 定員 各３
人（申込順） 申込方法 ４月９日㈮まで
に電話で ※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 K628-6251
令和３年度 銃砲刀剣類登録審査会
日時 ６月 15 日㈫、９月 28 日㈫、令和
４年２月 15 日㈫ 会場 県静岡総合庁舎
本館７階第８会議室（静岡市） 持ち物
登録希望の銃砲刀剣類、登録申請書、刀剣
類発見届出済証、身分証、登録審査手数料
（１件につき 6,300 円） ※事前申込制で
す。申込方法など、詳しくは問い合わせて
ください。 問合先 県スポーツ・文化観
光部文化財課 K221-3158

藤枝税務署からのお知らせ
４月は 20 歳未満飲酒防止強調月間です。20
歳未満の者はお酒を飲んではいけません。ま
た、20 歳未満の者にお酒を飲ませてもいけ
ません。令和４年４月から民法の成年年齢は
18 歳に引き下げられますが、お酒に関する
年齢制限については 20 歳のまま維持されま
す。 問合先 藤枝税務署 K641-0680

静岡地方裁判所からのお知らせ
裁判所の手続きや公正証書で約束したお金

献血にご協力を！

善意をありがとう
【敬称略】 ２月受付分 ■社会福祉活動資
金寄附金 スーパー田子重田尻店、スーパー
田子重西焼津店、貞善院仏教婦人会、 士 、
見崎平八、高橋道弘、大村公民館みそ作り講
座、大村公民館ほがらか学級、大村公民館女
性講座、大村公民館やまもも、匿名５件 ■
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 募金箱…2,226 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
学習机（椅子付き）
、港中学校女子冬制服（５
号）
、
ランドセル（黒）
、
水墨画の本、
学習机（椅
子なし）
、幼児用椅子、かき氷機、藤枝東高
校女子制服（M サイズ） ■ゆずってくださ
い 大井川保育園かばん、大井川保育園体
操着上下（110㌢）
、黒石小学校女子夏・冬制
服（140 ～150㌢）
、 静岡高校男子制服一式
（160 ～165㌢） 申込方法 ４月５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 K626-1131

寄付・寄贈をありがとう
明治安田生命保険相互会社から市へ寄付金
たか つき こう じ

２月 19 日、明治安田生命保険相互会社焼津駅前営業所（髙月浩司所
長）から、
「新型コロナウイルス感染症対策に役立ててほしい」と市へ
15 万円が寄付されました。
この寄付金は、同社が新型
コロナウイルス感染症対策に
取り組む地域社会支援として
行っている「地元の元気応援
寄付」のうち 15 万円を寄付
していただいたものです。
寄付金は、新型コロナウイ
ルス感染症関連対策に活用さ
れます。

