
7 12イベント情報イベント情報 2010年 7 月～ 12 月

日付 時間 イベント名 問い合せ先

7月16日 (金) 午前10時～ 浜当目海水浴場海開き 焼津市 観光課

7月18日（日） 午前9時～
午後9時 第10回踊夏祭 踊夏祭実行委員会

（焼津市観光協会内）

7月25日（日）
午前5時出港
午前7時～12時
（競技）
午後2時終了

駿河湾釣り大会 大井川港
漁業協同組合

7月25日（日） 午後1時30分～
午後4時

サイエンス・フェスティバル
夏まつり

ディスカバリー
パーク焼津

7月29日（木） 午前10時30分～ 科学遊び講座 焼津図書館

8月12日（木）
　～13日（金） 焼津神社例大祭荒祭り 焼津神社

8月14日（土） 午後7時30分～
午後8時30分 第35回焼津海上花火大会 焼津海上花火大会実行委員会

（焼津市観光協会内）

8月21日（土） 午後5時～ 2010 夏
ミュージコ・フェスト 大井川文化会館

8月27日（金） 午後6時30分～ 名作映画会「かいじゅう
たちのいるところ」 焼津図書館

8月29日（日） ①午後1時～
②午後3時～

忍たま乱太郎
キャラクターショー(2回公演)

大井川文化会館

9月中下旬 午前7時～12時 大井川港つり大会 大井川釣具商組合
（村松釣具店）

9月19日（日） 午前9時30分～
（予定）

オータムフェスト
inやいづ2010

オータムフェスト
inやいづ実行委員

会

10月31日（日） 午後2時～ 岡本知高
ソプラニスタ・コンサート 大井川文化会館

11月27日（土） 万華鏡をつくろう！ 焼津市
歴史民俗資料館

12月4 日（土） 午前9時30分～ ミュージコ名画劇場 大井川文化会館

12月5 日（日） 午後2時～ はあとふるYaizu 2010 焼津市
市民共生課

12月12日（日） 午後2時～ ロビコンスペシャル 大井川文化会館

12月21日（火） 午後4時～
午後7時 皆既月食を見る会 ディスカバリー

パーク焼津

12月23日（木・祝） 午後1時30分～
午後4時

X'masサイエンス・フェス
ティバル

ディスカバリー
パーク焼津

※6月１日現在の情報です。変更される場合があります。

焼津市役所（代表） 626-1111 大井川文化会館 622-8811

焼津市観光協会 626-6266 大井川釣具商組合
（村松釣具店） 622-2119

大井川港漁業協同組合 622-0415 オータムフェスト in
やいづ実行委員会

事務局長
090-6077-1508

焼津図書館 628-2334 焼津市歴史民俗資料館 629-6847

焼津神社 628-2444 デ ィ ス カ バ リ ー
パーク焼津 625-0800

日付 時間 イベント名 問い合せ先

6月26日(土)～
8月15日(日)

午前9時～
午後5時

ふじえだ鉄道史
―新幹線を生んだまち― 藤枝市郷土博物館

7月19日(月・祝) 午後2時～
午後5時

『藤枝市史』通史編上刊行
記念シンポジウム

『ふじえだ歴史 再発見』
藤枝市 文化財課

8月7 日（土） 午後7時～ 第30回藤枝花火大会 藤枝市観光案内所

8月 7日（土）
　～ 8日（日）

第18回
全国ＰＫ選手権大会

藤枝市
スポーツ振興課

8月21日(土) 午後4時～
午後8時30分

柏屋の夏祭り・
懐かしの映画会 岡部宿大旅籠柏屋

8月22日(日) 午前10時～ 夏休み親子体験フェア 玉露の里

9月10日（金） 午後6時30分 松谷卓
スペシャルコンサート 藤枝市民会館

9月24日(金)
　～26日(日) 午後6時～ 観月茶会と観月ライブ 玉露の里

10月1日（金）
　～ 3日（日） 藤枝大祭 藤枝市観光案内所

10月9日（土） 午前10時～ 藤枝市立総合病院
「病院まつり」

藤枝市立総合病院
管理課

10月16日（土） 朝比奈大龍勢 藤枝市観光案内所

10月30日（土）
　～31日（日） ふじえだ産業祭 藤枝市

企業立地推進課

11月20日（土）
　～21日（日） 午前9時～ せとやまるかじり“2010” 藤の瀬会館

11月28日（日） 午前9時～ 大久保おおたむまつり 大久保キャンプ場

11月下旬 滝ノ谷不動峡もみじまつり 藤枝市観光案内所

12月3 日（金） 未定 大萩康司コンサート 藤枝市民会館

12月12日（日） 午前9時30分～ スポーツ＆健康フェスタ
inふじえだ2010

藤枝市
スポーツ振興課

焼津市 藤枝市

藤枝市役所（代表） 643-3111 藤の瀬会館 639-0120

藤枝市郷土博物館 645-1100 大久保キャンプ場 631-2227

藤枝市文化財課 645-1184 岡部宿大旅籠柏屋 667-0018

藤枝市観光案内所 647-1144 玉露の里 668-0019

藤枝市民会館 643-3931 藤枝市立総合病院
管理課 646-1111

お問合せ先電話番号お問合せ先電話番号

ペット火葬案内
～ペット等動物の火葬受付について～

受 付 時 間

受 付 場 所

受 付 時 に
必要なもの

持ち込み方法

そ の 他

お 問 合 せ

友引以外の午前中（９時～12時）

斎場事務所（必ず受付を済ませてください。）

●手数料　3,300円／体
●印鑑

●焼骨は、お返しできません。
●二市の住民の方以外は受付しません。

斎場　TEL:629-1501

●動物は、ビニール袋に入れてからダンボール箱へ入れ、ガム
テープで封をする又はダンボールに入れてからビニール袋へ
入れてお連れください。
●大型犬の場合は、ビニールシートで包んでから持つところを
２～３箇所作ってお連れください。
●ドライアイス、保冷剤は取り出してからお連れください。

・友引の日以外なら土曜日、日曜日、祝祭日も受け付けます。
　ただし、１月１日は休館日のため受付できません。

※犬の場合は手数料と印鑑に加えて
⑴愛犬手帳
⑵登録の鑑札または狂犬病予防注射済票をお持ちください。
・⑴⑵を紛失した場合には、受付時にお申し出ください。


