
⓯ ２021-09-01 広報やいづ

みる・きく
やいづ読書の会
日時　９月18日㈯　午後１時30分～３時

30分　会場　小川公民館　内容　向
むこう

田
だ

邦
くに

子
こ

著「父の詫び状」を読んだ感想を語り合

う　※詳しくはホームページ

「やいづ読書の会」を確認し

てください。　問合先　松
まつ

永
なが

　

K090-7434-5348

まなぶ
英文学講座
小泉八雲著「ひまわり」を英語で読み、原

文の文学的味わいを楽しむ講座です。　日

時　９月26日㈰　午後２時～４時（開場

は午後１時30分～）　講師　又
また

木
き

克
かつ

昌
まさ

さん

（日本シェイクスピア協会会員）　持ち物　

事前に配布するプリント　定員　25人（申

込順）　申込方法　９月７日㈫午前９時か

ら電話または窓口で　会場・申込・問合先　

焼津小泉八雲記念館　K620-0022

認知症サポーター養成講座
認知症とともに安心して生活できるやさし

い街づくり事業として、認知症サポーター

養成講座をオンラインで行います。　日時　

９月25日㈯　午前10時～11時30分　

講師　新
あら

井
い

恵
けい

子
こ

さん（静岡福祉大学教授）　

定員　30人（申込順）　※申し込み方法な

ど詳しくは問い合わせてください。　会場・

申込・問合先　静岡福祉大学企画広報課　

K631-5200

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～　　

■リズムウオーキング　水曜日　午前10

時30分～　■女性のためのファンクショ

ナルトレーニング　水曜日　午後６時50

分～　　■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～　■ヨガ　金曜日　午

後６時50分～　【共通】　要予約　※参加

費がかかります。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

ソフトテニスの日
対象　市内在住・在勤・在学の人　日時　

９月23日㈷　午前８時～正午　会場　焼

津市漁船員テニスコート　参加費　300

円（保険料）　定員　35人　問合先　焼

津市ソフトテニス協会　渡
わた

部
なべ

　K629-

5364

初級・初心者硬式テニススクール
対象　小学３年生以上の市内在住・在勤・

在学の人で初級・初心者の人　日時　９月

４日㈯から全10回　高校生以下…午後５

時～７時、一般…午後７時～９時　会場　

総合体育館　参加費　高校生以下６千円、

一般９千円　※詳しくは問い合わせてくだ

さい。　申込・問合先　アイテニスクラブ

焼津　K624-5500、グリーンポートテニ

スクラブ　K623-5511

小学生陸上クラブ
対象　小学３年生～６年生　日程　土曜

または日曜（毎月４回）　会場　市内陸上

競技場　会費　月額千円（別途保険料な

ど年千円）　定員　20人程度（応募多数

の場合は抽選）　■説明会　日時　９月

18日㈯　午後６時30分～　会場　焼津

公民館和室　申込方法　９月２日㈭～５日

㈰に電話で　申込・問合先　焼津市陸上

競技協会　北
きた

川
かわ

　K631-7831

初心者バトミントン教室
対象　中学生以上の初心者　日時　９月

25日～11月20日の土曜日（全８回）　

午後７時～９時　会場　総合体育館　定

員　30人　会費　４千円（保険料込）　申

込方法　９月20日㈷までに住所・氏名・

年齢・電話番号をファクス、メールまたは

郵送で　※詳しくは問い合わせてくださ

い。　申込・問合先　〶425-0011　駅

北3-7-5　焼津市バトミン

トン協会　成
なる

川
かわ

　K627-

3899　N 627-3899　

Qna r uchan2604@

ca.thn.ne.jp

イベント
手作りハロウィン
対象　家族　日時　10月24日㈰　午前

９時15分～11時30分、午後１時15分～

３時30分　会場　焼津青少年の家　内容　

カボチャランタン作り　定員　各回40人程

度（申し込み多数の場合は抽選）　申込方法　

９月15日㈬～30日㈭にホームページ

（https://yaisei.jp/) で　

※参加費など詳しくは問い

合わせてください。　問合

先　県立焼津青少年の家　

K624-4675　

５
ご

３
み

０
ぜろ

ウオーキング
焼津地区約４㌔をゴミを拾いながらウオー

キングします。　日時　９月26日㈰　午

前９時15分～正午（受け付けは午前９時～）　

※雨天の場合は10月３日㈰に延期。　集

合場所　市役所本庁舎１階玄関口　持ち物　

飲料、雨具（動きやすい服装で参加してくだ

さい）　定員　20人（申込順）　申込方法　

９月６日㈪～17日㈮に電話、ファクスまた

はメールで　※詳しくは問

い合わせてください。　申

込・問合先　環境課　K6

62-0572　N662-0834　

Qkankyo@city.yaizu.

lg.jp

ディスカバリーパーク焼津天文科学館

イベントのお知らせ

■ CG ドームシアター・ヒーリング「ハ

ナビリウム」　日程　12月５日㈰まで　

観覧料　大人（16歳以上）600円、子ど

も（４歳～15歳）200円　※投影時刻、

定員など、詳しくはホームページを見るか

問い合わせてください。　■プラネタリウ

ム秋の特別番組「ポケットモンスター オ

ーロラからのメッセージ」　日程　12月

５日㈰までの土日祝　観覧料　大人（16

歳以上）600円、子ども（４歳～15歳）

200円　※投影時刻、定員など、詳しく

はホームページを見るか、問い合わせてく

ださい。　■秋の特別展「大潜入！スパ

イ作戦 盗まれたクリスタルを取りもど

せ！」　日時　11月28日㈰まで　観覧料　

大人（16歳以上）300円、子ども（４歳

～15歳）100円　※入室制限をして開室。

土日祝は１時間の入れ替え制。　■星空案

内人資格認定講座「大人のための天文教

室＋」　対象　県内在住かつ、在勤・在学

の16歳以上で星空案内人に興味のある

人、案内人資格取得を目指す人　参加費　

講義・講座100円、実技講座600円、

テキスト代1,738円　定員　各講座10

人（申込順）　申込方法　９月14日㈫午前

９時から電話または窓口で　※各講座の

開催日、内容など詳しくは問い合わせてく

ださい。　■ものづくり教室「親子でつ

くろう！光でかたまる樹脂アクセサリー」　

対象　小学３年生～中学生とその保護者　

日時　11月７日㈰午後１時30分～２時

45分　参加費　１人250円　定員　10

組（応募多数の場合は抽選）　※申し込み

方法など詳しくは問い合わせてください。

会場・問合先　ディスカバリーパーク焼津

天文科学館　K625-0800

伝統文化子ども教室

「石器時代にタイムスリップ！」
対象　小学３年生～中学生　日時　10月

●  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。

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

せ ーナーコ知 らお

                 
ハローベル 藤ヶ谷社会保険労務士事務所 
℡℡  005544--666688--99007744    ハローベル障害年金 検索  

対象となる主な傷病 
ううつつ病病  ・・  統統合合失失調調症症  
知知的的障障害害  ・・  発発達達障障害害  
高高次次脳脳機機能能障障害害  
肢肢体体機機能能障障害害  

人人工工透透析析をを受受けけてていいるる  
人人工工膀膀胱胱  ・・  人人工工肛肛門門装装着着  
人人工工関関節節  ・・  人人工工骨骨頭頭挿挿入入  
ペペーーススメメーーカカーー  ・・  人人工工弁弁装装着着  
両両眼眼視視力力のの著著ししいい低低下下  
両両耳耳聴聴力力のの著著ししいい低低下下  
喉喉頭頭全全摘摘出出        ななどど    無無料料でで出出張張相相談談致致ししまますす  

請請求求代代行行承承りりまますす  

年年金金ががももららええななかかっったた場場合合ににはは  

報報酬酬ははいいたただだききまませせんん  
2200歳歳かからら 6644歳歳ままでで対対象象ととななりりまますす  

焼津市役所

新庁舎 開庁
令和３年９月21日

か
ら
ニ
ャ

市 

民 

窓 

口

身近な人がお亡くなりになったときの

いろいろな手続きのサポートです!!

予約制

焼津市役所 新庁舎

９月21日 開庁

完成 !!

新しい市役所

市民の

 皆様に

つかいやすい

　　 市役所へ

市民の皆様の

安全と安心を守る庁舎

授乳室も

　　　あるよ

９月

  21日

1F 2F

ご遺族支援コーナー

　「こころ」設置 !!

火

hh中間層免震構造中間層免震構造

hh非常用発電機による電力供給非常用発電機による電力供給

2F2F  

3F3F  税務・環境税務・環境

市民・年金市民・年金
子育て・福祉子育て・福祉

NEW

９月９日㈭は

救急の日
　志太消防本部（焼津市・藤枝市）

は８台の救急車を運用していま

す。救急車の要請は増大しており、

1年間で約１万件出動していま

す。社会資源である

救急車を有効に活用

しましょう。　

問 合先　

　志太消防本部警防課　　K641-9205
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９日㈯　午前10 時～午後２時30分 ※荒

天中止。　会場　焼津市文化センター駐車

場　参加費　100 円　定員　16 人（申込

順）　申込方法　９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

募集
焼津水産ブランド新規募集
対象　市内に本社・工場などの拠点を持つ個

人または法人　募集条件　市内で製造・栽

培された水産関連商品、自社製造商品で市

販されている水産関連商品（常温保存商品

のみ）　募集期間　10 月 29 日㈮まで　申

込方法　電話で（後日担当者が説明に伺い

ます）　※認定後登録料として１万円（２年

間）かかります。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

駿遠学園児童支援員募集
対象　30 歳未満で大学、短期大学または

高等学校を卒業した人（見込みの人を含む）

で普通自動車運転免許を取得している人　

採用日　令和４年４月１日　基本給　大卒

188,700円、短大卒171,700円、高卒

154,900 円　勤務条件　島田市職員に準

ずる　試験日時　10月23 日㈯　午前８時

35 分～　募集期間　10月１日㈮まで　※

申込方法など詳しくは問い合わせてくださ

い。　会場・問合先　特別地方公共団体

駿遠学園管理組合　K0547-46-4376

自衛官募集
■航空学生　受付期間　９月９日㈭まで　

第１次試験　９月 20 日㈷　■一般曹候補

生　受付期間　９月６日㈪まで　第１次試

験　９月 16 日㈭～ 19 日㈰のうち１日　

■自衛官候補生　受付期間　随時　採用試

験　通年実施中　■防衛大学校生　h推

薦および総合選抜　受付期間　９月５日㈰

～ 10 日㈮　第１次試験　９月 25 日㈯～

26 日㈰　h一般　受付期間　10 月 27

日㈬まで　第１次試験　11 月６日㈯～７

日㈰　※応募資格など、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。　

問合先　自衛隊藤枝地域事務所　K643-

6391

海上保安大学校学生採用試験
受付期間　９月６日㈪まで　第１次試験日　

10 月 30 日㈯～ 31 日㈰　※申し込み方

法など、詳しくは人事院ホームページ

（https://www.jinj i.go.jp/saiyo/

siken/sennmonnsyoku_kousotsu/

kaidai/kaidai.html）を確認するか、問

い合わせてください。　問合先　清水海上

保安部管理課　K054-353-1118

志太ビジネスプラングランプリ開催
対象　志太地域で起業しようとする人、ま

たは起業して５年未満の人　募集期間　９

月６日㈪～11月５日㈮　賞品　大賞（賞状、

副賞 10 万円）ほか　申込方法　ホームペ

ージにある応募用紙に記載し、募集期間内

に郵送、メールまたは窓口で　※詳しくは

問い合わせてください。　問合先　商工課　

K626-2260　Qshoko@city.yaizu.

lg.jp

第８回あいのうた短歌コンテスト
子育てのエピソードや恋人との出会い、家

族への想いなどを詠んだ短歌を募集しま

す。　募集期間　９月 30 日㈭まで　応募

方法　専用ホームページまたは郵送、FAX

で　応募・問合先　あいのうた事務局　

K053-452-0555　Shttps://ainout

a2021.com/

そのほか
はり・マッサージ無料治療奉仕
対象　60 歳以上の市民で新型コロナワク

チン接種が完了している人　日時　10 月

３日㈰　午前９時30 分～午後３時　会場　

総合福祉会館大広間　持ち物　タオル、マ

スク　定員　50 人（申込順）　申込方法　

９月 21日㈫までに電話で（完全予約制）　

申込・問合先　 長 野 治 療 院　K622-

8088

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　９月

19 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　９月 10 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

静清高等学校体験入学・説明会
対象　中学生とその保護者　日時　10 月

16 ㈯、11 月 20 日㈯　午前９時～　申

込方法　ホームページで（http://www.

seisei.ed.jp/)　申込・問合先　静清高

等学校　K641-6693

子どものための養育費電話相談会
養育費に関する電話相談会を開催します。

日時　９月 25 日㈯　午前

10時～午後４時　相談　　

K0120-567-301　問合

先　静岡県青年司法書士

協議会　K054-369-77

78

不動産無料相談会
日時　10月１日㈮　午前10時～午後４時　

会場　静岡県産業経済会館特別会議室　

相談内容　不動産に関する鑑定評価、価格、

賃料、売買など　問合先　（公社）静岡県不

動産鑑定士協会　K253-6715

マイナポイントの対象期間が12 月
末まで延長されました
４月末までにマイナンバーカードの申請をし

た人で、まだマイナポイントの予約・申し込

み手続きをしていない人は、12 月末までに

手続きをし、チャージまたは買い物をする

ことでマイナポイントを取得

できます。　※ポイントはチ

ャージまたは買い物をした

金額の 25㌫（上限５千円分）

です。　問合先　デジタル

戦略課　K623-4791

社会生活基本調査
10 月 20 日㈬を調査期日として、社会生

活基本調査を実施します。対象となる地域

には事前準備のため、９月上旬に調査員が

訪問し、世帯主の氏名や住所を確認します。

調査票の配布は10 月上旬から中旬にかけ

て行います。　問合先　静岡県知事直轄組

織統計調査課消費班　K221-2236

交通事故の補償に関する相談
自動車事故の被害に遭われ、示談をめぐる

損害賠償の問題でお困りの人へ、交通事故

紛争処理センターの弁護士が、中立・公平

な立場で当事者間の紛争解決を無料で手伝

います。　問合先　交通事故紛争処理セン

ター静岡相談室　K255-5528

ハロウィンジャンボ宝くじ
この宝くじの収益金は、県内市町村の明る

く住みよいまちづくりに使われます。　発

売期間　９月 22 日㈬～10 月 22 日㈮　

発売価格　１枚 300 円　問合先　静岡県

市町村振興協会　K202-4343

知っていますか？建退共制度
中小企業退職金共済法に基づき、建設現場

労働者の福祉の増進と建設業を営む中小企

業の振興を目的として設立された退職金制

度です。　加入対象事業者　建設業を営む

人　※申し込み方法など、詳細については

ホームページを確認するか、問い合わせて

ください。　申込・問合先　建退共静岡県

支部　K255-6846

献血にご協力を！
日時・会場　◇９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　♢９月11日㈯　

午前９時 30 分～午後４時　

総合福祉会館　問合先　静

岡県赤十字血液センター　

K247-7142

善意をありがとう
【敬称略】　７月受付分　■社会福祉活動資

金寄附金　ユニー株式会社”小さな善意で

大きな愛の輪”運動ピアゴ大覚寺店店長堀

田規正、藤田志保、見崎平八、高橋道弘、

大井川農業協同組合女性部焼津ブロック　

匿名６件　■令和２年７月豪雨災害義援金　

多々良匡　■令和３年７月大雨災害義援金　

山竹偉之、焼津市大住さわやかクラブ、長

谷川はま子

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　蚊帳、耐火金庫　■ゆずってくだ

さい　キャリーケース、木の積み木、ブル

ーシート、テント　申込方法　９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 ２021-09-01 ⓮
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　焼津CITY チャンネルでは、市　焼津CITY チャンネルでは、市

内外の人に親しみを持ってもらえ内外の人に親しみを持ってもらえ

るよう、市政情報、イベント情報るよう、市政情報、イベント情報

や焼津の魅力などを発信していまや焼津の魅力などを発信していま

す。ぜひご覧ください。す。ぜひご覧ください。

問合先　シティセールス課　シティセールス課　　KK626-2145　N626-2186
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