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焼津図書館 子ども向けの催事
■おはなし会（３歳くらいから）　日時　

５月15日～29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　５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　５月11

日㈫・25日㈫　午前10時30分～　■幼児・

児童おはなしのへや　日時　５月１日～

29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

焼津シネマズ
対象　中学生以上　日時　５月16日㈰　

午後１時30分～　上映作品　「ベトナムの

風に吹かれて」　定員　25人（申込順）　申

込方法　５月５日㈷午前９時から電話また

は窓口で　会場　焼津小泉八雲記念館多目

的室　申込・問合先　焼津図書館　

K628-2334

朗読公演 小泉八雲の怪談
日時　５月23日㈰　午後２時～　会場　焼

津小泉八雲記念館多目的室　内容　小泉八

雲の怪談「断片」「因果話」などの朗読公演　

出演　朗読グループ「かざぐるま」　定員　

25人（申込順）　申込方法　５月４日㈷午

前９時から電話または窓口で　申込・問合

先　焼津小泉八雲記念館　K620-0022

まなぶ
図書館で学ぶ手話の基礎のきそ
日時　５月29日㈯　午前10時～11時30

分　会場　焼津図書館２階研修室　講師　

（公社）静岡県聴覚障害者協会　定員　20

人（申込順）　申込方法　５月４日㈷午前

９時から電話または窓口で　申込・問合先　

焼津図書館　K628-2334

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～　

■シェイプアップ B
ブ ド ゥ

UDO e
エ ク サ サ イ ズ

xercise　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

合気道こども教室
対象　小・中学生　日時　①毎週火曜日　

午後７時～８時30分　②毎週土曜日　午

後７時～８時30分　会場　①藤枝東高校

柔道場　②大井川体育館柔道場　参加費　

月４千円　申込方法　電話またはメールで　

申込・問合先　国際武道正風会　畑
はた

口
ぐち

　

K090-7916-9361　Qyaizu-aikido@

hotmail.co.jp

初心者向け弓道教室
日時　６月２日㈬～８月30日㈪の毎週月・

水・金曜日　会場　焼津弓道場　定員　

20人（申込順）　参加費　月６千円（別途

スポーツ保険に加入）　申込方法　６月２

日㈬までに電話で　申込・問合先　焼津弓

道会　青
あお

島
しま

　K090-3879-8279

イベント
ディスカバリーパーク焼津天文科学館

プラネタリウム
■生解説プラネタリウム「素朴なギモンに

答えます ブラックホール」　投影期間　６

月27日㈰まで　■プラネタリウム春の特別

番組「ハナビリウム」　投影期間　７月18日

㈰まで　■ CGドームシアター・ヒーリング

「銀河鉄道の夜」　投影期間　令和４年４月

10日㈰まで　【共通】　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（当日先着順）　

※投影日時はホームページをご確認くださ

い。　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

催事のお知らせ
■サイエンスワークショップ「ぐるぐるス

ピンコップ」　輪ゴムの力でプロペラが回

って、踊るようにぐるぐる回転する紙コッ

プの科学おもちゃを作って遊ぼう！　日時　

５月９日㈰　午後１時～４時　■インター

ネットライブ中継「皆既月食」　Y
ユ ー

ouT
チ ュ ー ブ

ube

公式チャンネル「ディスカバリーパーク焼

津チャンネル」で皆既月食のライブ配信を

行います。　日時　５月26日㈬　午後６

時45分ごろ～９時50分ごろ　【共通】　※

詳しくはホームページをご確認ください。　

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

おはなしフェスタ
２日間でたくさんのおはなしを楽しめるち

ょっぴり特別なおはなし会を開催します。

小学生までを対象に、図書館員が選んだ本

が入っている「おたのしみ袋」の貸し出し

も行います。　対象　幼児～小学生と保護

者　日時　①５月８日㈯　h午前10時30

分～　h午後２時～　②５月９日㈰　h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先着20人　②先着15人　問合先　焼津

図書館　K628-2334

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。

親子で図書館に足を運んでみませんか。　

対象　低学年くらいまでの小学生と保護者　

日時　５月23日㈰までの開館日　午前９

時～午後３時　会場　大井川図書館展示室　

※イベントなどで展示室を使用する場合、

お休みすることがあります。　問合先　大

井川図書館　K622-9000

さつき花
か

季
き

展示会
日時　５月22日㈯・23日㈰　午前９時30

分～午後５時（23日は午後４時まで）　会

場　焼津文化会館　問合先　焼津さつき愛

好会　橋
はし

ヶ
が

谷
や

　K624-6739

「看護の日・看護週間」記念行事
日時　５月22日㈯　午前10時～午後３時　

会場　静岡駅北口地下イベントスペース

（静岡市葵区）　内容　パネルや動画の展

示、看護の就業・進路案内、フォトスポッ

トコーナーなど　問合先　静岡県ナースセ

ンター　K202-1761

募集
花の会会員募集
花の会は、市内を花いっぱいのまちにする

●  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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せ ーナーコ知 らお

大富中学校生徒がデザイン大富中学校生徒がデザイン

　　  　　  ラッピングカーラッピングカーがが

　　　　　まち　　　　　まちをを走る！走る！
鰹節鰹節

　このほど、焼津鰹節水産加工業協同組合の営業車に、焼津鰹節のラッピング

カーがお目見えしました。

　デザインをしたのは大富中学校の

生徒。総合学習として「焼津鰹節」を

学び、デザインを考えました。「たく

さんの人に興味を持ってもらえるデ

ザインを意識して制作した」とのこと。

　完成したラッピングカーは、市内外

に焼津鰹節をPRするための営業車

として活用されます。

焼津ダイヤモンド構想

海の軸にぎわい交流拠点

浜通り服部家
リノベーション完成！

焼津市 浜通り
海岸線に沿って南北にのびる街道

焼津の
水産業発祥の地

　　　旧服部家
　焼津水産業の発展に寄与した

焼津水産翁のひとり、服
はっとり

部安
やす

次
じ

郎
ろう

氏の生家

浜通り 服部家 リノベーション

＜金
かな

輪
わ

継
つ

ぎ＞

金物を使わず木をつなげる

旧服部家の趣を残すため
 伝統的構法でリノベーション!

完成!!
これから

たのしみ！

＜竹
たけ

小
こ

舞
まい

土
つち

壁
かべ

＞
割いた竹を格子状にし、
その上に土を塗る

－海の軸－　交流拠点へ

まち
の

ホッ
トな

話題

ために活動しています。一緒にお花を育て

てみませんか。　対象　hお花が好きな人　

hお花に興味のある人　hガーデニングを

始めたい人　hお花の手入れを勉強したい

人　h男性も大歓迎！　問合先　花の会事

務局（都市整備課内）　K626-2165

静岡 S
ス テ ム

TEM アカデミー i
イン

n 焼津
対象　市内・周辺市町在学の小学５年～

中学３年生　日時　６月19日㈯～ 11月

20日㈯の全７回　午前10時～午後３時　

会場　ディスカバリーパーク焼津天文科

学館　内容　午前中は科学・ものづくり・

工学などの体験活動、午後は自由研究活

動を行います　申込期限　５月31日㈪　

※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　静岡大学教育

学部熊野研究室　K238-4990

県立焼津青少年の家
■エンジョイ家族 ｢未来に向かってこぎ

だそう｣　日程　６月５日㈯・６日㈰（１

泊２日）　内容　カヌー体験や海釣りな

ど　■チャレンジスクール2021夏「太陽

と語る夏」　日程　８月８日㈰～12 日㈭

（４泊５日）　※プレスクール（説明会）

を７月25日㈰に行います。　内容　カ

ヌー体験や山登りなど　【共通】　※参加

費や申し込み方法など、詳しくはホーム

ページを見るか問い合わせてください。　

申込・問合先　県立焼津青少年の家　

K624-4675　Shttps://yaisei.jp/

求職者支援訓練

即戦力につながるスキルが身につ
くパソコン基礎科
対象　ハローワークで求職申し込みをして

いる失業者　期間　６月25日㈮～９月24

日㈮　時間　午前９時～午後３時25分　

内容　エクセル、ワード、パワーポイント

の基礎から応用まで身に付く求職者支援訓

練　教材費　9,020円（税込み）　定員　

15人（選考あり）　申込方法　５月28日

㈮までに住所管轄のハローワーク窓口で　

※詳しくは問い合わせてください。 会場・

問合先　HYRSパ ソ コ ン 教 室 石 津 校　

K050-3422-7262

そのほか
歴史民俗資料館 臨時休館のお知らせ
企画展コーナーの展示替えのため、臨時休

館します。　日程　５月24日㈪～28日㈮　

問合先　歴史民俗資料館　K629-6847

水路への転落にご注意を
市内の河川・水路は、田植えのシーズンを

迎え、水量が増えますので、転落しないよ

うに十分注意してください。また、水路に

空き缶やごみなどを捨てないでください。

農業者の皆さんは、大雨による河川の増水

など、水位上昇に留意し、早めに水門やせ

きなどの開放をお願いします。　問合先　

農政課　K626-2158

救急車の適正利用をお願いします
焼津市では年間１万件以上の救急要請があ

りますが、昨年度の救急搬送のうち約52％

が軽症患者でした。急な病気やけがをした

とき、症状の緊急度を素早く判断するため

に消防庁が提供しているアプリ「Q 助」を

ご活用ください。　問合先　市立総合病院

救急室　K623-3111 ㈹

子ども・家庭110番
子どもや子育てに関する悩みを一緒に考え

ます。　相談電話番号　K273-4152　

相談時間　午前９時～午後８時（土日は午

後５時まで。祝日・年末年始を除く）　問

合先　県中央児童相談所　K646-3570

不正大麻・ケシ撲滅運動
不正大麻やケシを許可無く栽培していた場

合、処罰を受けることがあり、また観賞用

として栽培している場合でも、処罰の対象

となります。大麻やケシと疑われるものを

発見した場合は、県中部保健所まで連絡し

てください。　問合先　県中部保健所衛生

薬務課　K644-9289

藤枝特別支援学校

わんぱく教室、学校見学・体験入学
■小学部「わんぱく教室」　対象　藤枝特

別支援学校への就学を検討している年長児

とその保護者　日程　６月16日㈬・23日

㈬　時間　午後２時45分～３時30分　参

加費　150円（保険代）　■中学部「学校

見学説明会・親子体験入学」　対象　藤枝

特別支援学校への入学を検討している小学

５・６年生とその保護者　日時　学校見学

説明会…５月 27 日㈭　午前10時20分～

11時45分、親子体験入学…10月21日㈭　

午 前 ９ 時30分 ～11時45分　参加費　

200円　【共通】　※申込方法など、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。　会場・申込・問合先　藤枝特

別支援学校　K636-1891（小学部）、

K636-1893（中学部）

吉田特別支援学校

小学部「げんきっこ教室」
対象　吉田特別支援学校への就学を検討し

ている年長児とその保護者、通園先の教職

員　日程　６月21日㈪、７月21日㈬　※

開催時間や申込方法など、詳しくは問い合

わせてください。　会場・申込・問合先　

吉田特別支援学校　K0548-23-9872

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　①５

月16日㈰　午後１時30分～４時30分　

会場　和田公民館会議室２　定員　３人

（申込順）　申込方法　５月７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

志太３市合同

企業 W
ウ ェ ブ

eb ガイダンス 2022
対象　来年３月に大学院・大学・短大・高

専・専門学校卒業予定者、大学など卒業後

３年以内の人、大学などの在学生で関心が

ある人　日時　５月26日㈬～28日㈮　午

前10時～午後５時15分　会場　オンライ

ン（Z
ズ ー ム

oom による開催）　※申込方法や参

加企業など、詳しくは問い合わせてくださ

い。　問合先　焼津商工会議所　K628-

6251

ひとり親家庭のための出張個別相談会
日程　①奇数月第２水曜日　②偶数月第３

土曜日（８月を除く）　時間　午後１時～

５時（１人 30 分以内）　会場　①水の森

ビル２階（静岡市駿河区）　②県総合社会

福祉会館４階（静岡市葵区）　内容　弁護

士相談、生活・就業相談　申込方法　電話

で　申込・問合先　ひとり親サポートセン

ター　K254-1191

献血にご協力を！
日時・会場　◇５月３日㈷・９日㈰・23日

㈰　午前９時30分～午後４時／イオン焼

津店　◇５月 30 日㈰午前10時～午後０

時15分、午後１時30分～午後４時／ピア

ゴ大覚寺店　問合先　赤十字血液センター　

K247-7142

善意をありがとう
【敬称略】　３月受付分　■社会福祉活動資

金寄附金　静岡銀行焼津黒潮会、総合福祉

会館来館者一同、内田知、不動山長徳寺、

士、見崎平八、高橋道弘、大富公民館ひま

わり学級、焼津市役所 58 会、港公民館ア

ザレア学級、港公民館ほのぼの学級、大富

公民館はつらつ学級、匿名４件　■令和２

年７月豪雨災害義援金　多々良匡　■東日

本大震災　加藤八重子、石川友美、藤田　

■文化事業基金寄附金　募金箱…2,120円

不用品活用バンク
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　犬用ゲージ、回転式ダイニン

グチェア、大井川保育園カラー帽子（黄）、

金属製郵便ポスト（黒）　■ゆずってくださ

い　パイプベッド（シングル）、黒石小学校

女子夏・冬制服(140～150㌢）、港中学校

ジャージー上下（SSサイズ）、豊田中学校

男子制服一式（160㌢）、小川中学校女子制

服一式（150～155㌢）、焼津水産高校女子

制服一式（Lサイズ）、焼津中央高校女子制

服一式（160㌢）、島田商業高校女子制服一

式（160㌢）　申込方法　５月６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

広報やいづ ２021-05-01 ⓮

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

水道工事休日当番店 時間　午前８時30分～午後５時
問合先　各当番店

日付 当番店・電話 日付 当番店・電話

２日㈰
㈱福泉大井川支店

K622-1260
９日㈰

㈲村本配管工業
K624-9556

３日㈷
守屋設備㈱

K628-8886
16日㈰

藁科設備工業㈱
K627-5477

４日㈷
池谷水道設備㈱

K628-4332
23日㈰

本橋建設㈱
K629-0248

５日㈷
㈱池ヶ谷設備工業所

K622-1439
30日㈰

㈱小泉建設
K628-4563

シトラスリボンプロジェクトシトラスリボンプロジェクト

みんなで広げよう！

　シトラスリボンプロジェクトはコロナ禍で生まれた偏

見や差別をなくすことを目的に、シトラス色のリボンや

専用ロゴを身につけたり、飾ったりして「ただいま」「お

かえり」の気持ちを表す活動です。

　３つの輪は、「地域」「家庭」「職場（学

校）」を表しています。

　リボンを作って、思いやりの輪を広

げましょう。作り方は、市ホームペー

ジに詳しく掲載しています。

問合先　くらし安全課　K626-1131
▲シトラスリボン 詳しくはこちら▲


