
　

大根もち

協力 / 健康づくり食生活推進協議会焼津かもめ会
問合先　保健センター　☎ (627)4111

焼津かもめ会・台所からの健康づくり 158

１人の栄養価…315kcal
たんぱく質6.2ｇ、脂質5.3ｇ、
カルシウム77.9ｍg、
鉄1.0mg、塩分1.0g

■作り方
①大根をおろし、水気を軽く絞る。
②�ボールに、①の大根おろし、鶏がらスー
プの素、塩・こしょうを加え、小麦粉を
徐々に混ぜ合わせる。

※�②の固さの目安は、箸でかいたとき、跡
が残るくらい。
③�油をひいたフライパンに、おたまで②を
すくって入れ、両面を焼く。
④�小鍋にケチャップ、中濃ソースを混ぜ入
れ、少し温める。
⑤焼きあがった③に④のソースをかける。

材料( ４人分 )

大根…１本、小麦粉…240ｇ、鶏がらスー
プの素…小さじ４、塩・こしょう…少々、
サラダ油…適量、ケチャップ・中濃ソース・・・
各大さじ１と1/2
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１月のこよみ ※都合により、内容や時間
　が変わることがあります。

問合先　市地域福祉課　☎（626)1127

日にち 時間 会場

10日㈯ ９:30 ～ 15:30
ジャスコ焼津店
(祢宜島555)

15日㈭
９:30 ～ 10:30

焼津さかなセンター
（八楠４－13－７）

14:00 ～ 16:00
市立総合病院(救急駐車場 )

( 道原 1000)

21日㈬ 13:30 ～ 15:30
焼津警察署
(道原 723)

28日㈬ 9:30 ～ 11:00
富士屋　田尻北店
(田尻北185－１)

30日㈮
9:30 ～ 11:00

焼津文化会館
(三ケ名1550)

12:30 ～ 16:00
駿河西病院

(中根新田1315)

焼津地区 回収日 大井川地区 回収日

１ 23日㈮ 中島・西島 ５�日㈪

２ 26日㈪ 飯淵 ７�日㈬

３・４ 27日㈫ 利右衛門 1・2 ８�日㈭

５・６ 28日㈬ 利右衛門３ ９�日㈮

７ 吉永1・2 13 日㈫

８ 吉永3・4 14 日㈬

９ 高新田 ６�日㈫

10 宗高 1・2・3 15 日㈭

11 　宗高 4・5
市営宗高団地 16日㈮

12・13 22 日㈭ 上小杉
1.2.3.4.6 19 日㈪

14 21 日㈬ 上小杉 5
下小杉 20日㈫

15 30日㈮ 藤守 21日㈬

16・17 29 日㈭ 相川 22日㈭

18 14日㈬ 上泉 26日㈪

19 13日㈫ 下江留 27日㈫

20 15日㈭ 上新田 28日㈬

21 16日㈮ つつじ平 29日㈭

22 19日㈪

23 20日㈫

不燃・資源ごみ回収日

飼えなくなった犬・猫の引き取り

■日にち　19日㈪
■会場・時間　
　市役所本館駐車場…午前８時 30分～９時
　大井川庁舎駐車場
　　　　　　…午前９時 40分～ 10時 10分
問合先　市環境衛生課　☎（626)1130

水道工事日曜祝日当番店

　１日(祝・木)～３日㈯は収集を行いません。
　４日㈰は焼津地区の火・金曜収集日地区の
み収集を行います。
　５日㈪からは平常どおり曜日ごと収集を行
います。
※ 12日（祝・月）は祝日ですが、月・木曜
収集日地区の収集を行います。

問合先　市環境衛生課　☎（626)1130

■日時　18日㈰　午前８時～ 11時
　※焼津地区のみ
問合先　市環境衛生課　☎（626)1130

天ぷら油の回収 ( 焼津地区 )

献血にご協力ください

１月の生活情報

問合先　市環境衛生課　☎（626)1130
守屋設備㈱（石脇上）　　☎(628)8886
㈱村田組（飯淵）　　　　☎(622)0758
本橋建設㈱（中港３)　　☎(629)0248
大石商工㈲（吉永）　　　☎(622)0633
大増工事店（保福島）　　☎(627)6326
㈱志太設備工業所（下江留）
���������������������������������������☎ (622)0369
㈲村本配管工業（道原）　☎(624)9556
福与工業㈱（上泉）　　　☎(622)1172
アクト設備㈱（石津）　　☎(623)8616
㈱池ヶ谷設備工業所（上小杉）
���������������������������������������☎ (622)1439
焼津市管工事協同組合（五ケ堀之内）　���������
���������������������������������������☎ (627)1710
㈱福泉��大井川支店（藤守）
���������������������������������������☎ (622)1260
㈲小泉ポンプ工業所（北新田）
���������������������������������������☎ (624)0843
田中土建工業㈱（藤守）　☎(622)1540
㈱中里鉄工所（焼津５）　☎(627)1237
岡村設備㈱（下江留）　　☎(622)7582

㈱大岡設備（本町２）　　☎(627)8239
㈱村田組（飯淵）　　　　☎(622)0758

１日

２日

３日

４日

11日

12日

18日

25日

２月初旬の予定
1日　

　１日(祝・木)～４日㈰は回収を行いません。
　５日㈪からは平常どおり曜日ごと回収を行
います。
※ 12日（祝・月）は祝日ですが、月曜回収
日地区の回収を行います。

問合先　市環境衛生課　☎（626)1130

祝休日の燃やせるごみの収集

容器包装プラスチックの回収

日付 行事名 会場 問合先
１

( 祝・木 )
2009 初日の出群舞
※雨天中止　　　　　　　 　　　　  6:30 ～

ディスカバリーパーク焼津
の前の海岸

中川宅
　　　　  ☎ (629)4606

３㈯

ディスカバリーパーク焼津　お正月の特別開館
　　　　　　　　   　　  　　　　　10:00 ～ 17:00

ディスカバリーパーク焼津
ときめき遊星館

ディスカバリーパーク焼津
　　　　  ☎ (625)0800

お正月サイエンス教室「凧を作ろう」
　　　　　　　　   　　　  　　　　13:30 ～ 16:00

ディスカバリーパーク焼津
ときめき遊星館

ディスカバリーパーク焼津
　　　　  ☎ (625)0800

４㈰

焼津市消防団出初式
※詳細は３ページ　　　　　　     　  9:00 ～ 12:00

大井川文化会館ミュージコ 消防防災局  総務企画課
　　　　  ☎ (623)0119

大型望遠鏡で “ 月 ” を見よう
※雨曇天中止　　   　　　　　　  　18:00 ～ 20:00

ディスカバリーパーク焼津
ときめき遊星館

ディスカバリーパーク焼津
　　　　  ☎ (625)0800

８㈭ 市道「当目花沢線」全面通行止め
※平成 22 年３月まで ( 予定 )

県島田土木事務所
　　   ☎ 0547(37)1087

10 ㈯

県議会議員焼津市選挙区補欠選挙　期日前投票
( ～ 1/17 ㈯まで )　　　　　　　　　8:30 ～ 20:00

市役所別館 1 階
会議室

市選挙管理委員会
　　　　  ☎ (626)1134

こまであそぼう！
　　　　  ① 10:00 ～ 11:30、② 13：30 ～ 15：00

焼津文化会館
３階会議室

歴史民俗資料館
　　　　  ☎ (629)6847

キッズプラネタリウム「冬の星座と星の子どもたち」
( ～ 1/12( 祝・月 ) まで )　　　　　　   11:00 ～ 11:40

ディスカバリーパーク焼津
ときめき遊星館

ディスカバリーパーク焼津
　　　　  ☎ (625)0800

県道静岡焼津線の小川交番付近 ( 石津 ) の工事
( ～ 3/10 ㈫まで )　※工事期間は予定

県道静岡焼津線
小川交番付近

市土地区画整理事務所工務課
　　　　  ☎ (627)9314

懐かしの映画劇場「キューポラのある街」
※詳細は５ページ　　　　　　　　13:00 ～ 14:30

焼津文化会館
大ホール

焼津市文化センター
　　　　  ☎ (627)3111

懐かしの映画劇場「けんかえれじい」
※詳細は５ページ　　　　　　　　15:00 ～ 16:30

焼津文化会館
大ホール

焼津市文化センター
  　　　　☎ (627)3111

11 ㈰

平成 21 年成人式
※詳細は４ページ

市内各地の中学校体育館
( 大井川地区はミュージコ )

市社会教育課
　　　　  ☎ (662)0511

第 37 回焼津市駅伝競走大会
※詳細は 11 ページ　　　  　　　　11:30 ～ 14:30

新焼津漁港周辺 市体育協会
　　　　  ☎ (626)7930

懐かしの映画劇場「伊豆の踊り子」
※詳細は５ページ　　　　　　　　13:00 ～ 14:30

焼津文化会館
大ホール

焼津市文化センター
　　　　  ☎ (627)3111

懐かしの映画劇場「八月の濡れた砂」
※詳細は５ページ　　　　　　　　15:00 ～ 16:30

焼津文化会館
大ホール

焼津市文化センター
　　　　  ☎ (627)3111

12
( 祝・月 )

初心者向け天文教室「冬の星座探しに挑戦！」
※募集は締め切りました。                 17:00 ～ 19:30

ディスカバリーパーク焼津
ときめき遊星館

ディスカバリーパーク焼津
　　　　  ☎ (625)0800

16 ㈮ 巡回就職相談会
　　　　　　　　　　　　　　　　14:00 ～ 17:00

市議会庁舎３階
302B 号室

市商工観光課
　　　　  ☎ (626)2155

17 ㈯ 第 21 回市民写真公募展開始　( ～ 1/25 ㈰まで )
　　　　　　9:00 ～ 17:00　※最終日は 15:00 まで

焼津文化会館
展示室

焼津市文化センター
　　　　  ☎ (627)3111

18 ㈰

県議会議員焼津市選挙区補欠選挙
　　　　　　　　　　　　　　　　 7:00 ～ 20:00

各投票所 市選挙管理委員会
　　　　  ☎ (626)1134

焼津市少年少女合唱団ゆりかもめ
創立 20 周年記念演奏会　　　　　13:30 ～

焼津文化会館
大ホール

市学校教育課
　　　　  ☎ (662)0586

日付 行事名 会場 問合先

20 ㈫ 消防防災センター防災学習室の臨時休館
( ～ 1/21 ㈬まで )

消防防災センター
防災学習室

消防防災局  防災課
　　　　  ☎ (623)2554

21 ㈬

大井川図書館のブックポストの閉鎖
( ～ 1/23 ㈮まで )

大井川図書館 大井川図書館
　　　　  ☎ (622)9000

大井川図書館の休館
( ～ 1/30 ㈮まで )

大井川図書館 大井川図書館
　　　　  ☎ (622)9000

図書館講座「わらべ歌とはじめての絵本」
　　　　　　　　　　　　　　　　10:00 ～ 11:00

焼津小泉八雲記念館
多目的室

焼津図書館
　　　　  ☎ (628)2334

25 ㈰ カナフィル・ブラス・プラス１
　　　　　　　　　　　　   　　　  14:00 ～ 16:00

大井川文化会館ミュージコ 大井川文化会館ミュージコ
　　　　  ☎ (622)8811

27 ㈫ コミュニケーション力を身に付ける！「話し方講座」
※詳細は 13 ページ　　　　　　　    9:30 ～ 11:30

焼津公民館
会議室３

市企画調整課
　　　　  ☎ (626)2141

28 ㈬ 住宅借入金等特別控除説明会
( ～ 1/30 ㈮まで )　10:00 ～ 12:00、14:00 ～ 16:00

焼津文化会館
会議室

藤枝税務署
　　　　  ☎ (641)0680

31 ㈯ 旧正月子どももちつき
※対象：小学 3 年生～中学生　　　10:30 ～ 15:30

東益津公民館 歴史民俗資料館
　　　　  ☎ (629)6847

●女性相談室　女性の悩みを、女性相談員が、一緒に考えて解決のお手伝いをします。相談時間や会場は、電話予約時に本人に直接お伝えします。　電話予約受付　月曜日～金曜
日　午前８時 30分～午後５時　予約・問合先　市企画調整課　☎（626）2141　●税理士会の無料税務相談　日時　毎週月・水・金曜日　午後１時 30分～４時　会場　産業会
館２階　※要予約　問合先　税理士会事務局　☎ (628)2250



平成 19年●月●日号 平成 21年１月１日号（13）

「話し方講座」の受講生を募集
　日常生活のさまざまな場面で困ったことはありませんか。もっと
相手にうまく伝えられたらなと思ったことがある人、話し方のコツ
をプロが優しく伝授します。ぜひご参加ください。

対象　女性
日時　１月 27日㈫、２月 10日㈫、２月 24日㈫、　３月 10日㈫
　　　（全４回の連続講座）　午前９時 30分～ 11時 30分
会場　焼津公民館　会議室３
講師　村上裕子さん（日本心理学会認定心理士）
定員　28人　参加無料
申込方法　１月 20日㈫までに下記へ電話かEメールで申し込む。
　　　　　　（申込多数の場合は抽選）
託児　定員８人　料金 200円（要予約）
申込先　市企画調整課　☎ (626)2141
　　　　E メール　kikaku@city.yaizu.lg.jp

コミュニケーション力を身に付ける！

１月の休日在宅医と休日当番薬局

静岡県救急医療情報センター　地域の休日・夜間の当番医をフリーダイヤルでご案内します。　問合先　 0800(222)1199
静岡県薬剤師会「薬の相談窓口」　薬に関する質問にお答えします。お気軽にご相談ください。
受付時間　毎週月～金曜日（休日は除く）午前９時～正午、午後１時～４時 30分　問合先　静岡県薬剤師会医薬品情報管理センター　☎ (281)9998

※夜間に発病したときは志太・榛原地域救急医療センターへ　診療科目　内科・小児科　受付時間　午後７時 30分～ 11時 30分　☎ (644)0099

　　　　　　　    日
  担当 １日（祝･木） ２日㈮ ３日㈯ ４日㈰ 11日㈰ 12日（祝･月） 18日㈰ 25日㈰

内　　科
小  児  科

右の表の
(内 )は内科
(小 )は小児科

山の手クリニック（内）
（関方）☎（620）1911

岡本石井病院（内）
（小川新町５）☎（627）5585

伊東クリニック（内）
（栄町２）☎（627）3044

立花クリニック（内）
（五ケ堀之内）☎（620）9191

小石川内科クリニック（内）
（栄町１）☎（621）1111

岡本内科医院（内）
（本町６）☎（628）2342

みどりのクリニック（内）
（中里）☎（628）1222

ふくむらクリニック（内）
（大栄町２）☎（627）1228

やまもと小児科（小）
（石津）☎（656）0100

篠原医院（内・小）
（本町５）☎（628）3070

山下内科医院（内・小）
（本町２）☎（628）2733

西焼津こどもクリニック（小）
（西焼津）☎（626）0121

山下内科医院（内・小）
（本町２）☎（628）2733

篠原医院（内・小）
（本町５）☎（628）3070

旭医院（小・内）
（北新田）☎（624）0070

中山クリニック（内・小）
（下小田）☎（623）0090

高橋医院（内）
（藤枝市下青島）☎（647）0370

桜井医院（内・小）
（上新田）☎（622）0122

高洲早川クリニック（内・小）
（藤枝市与左衛門）☎（636）0021

坂上内科医院（内）
（上小杉）☎（622）3370

板倉医院（内・小）
（藤枝市田沼４）☎（636）0881

横山消化器内科（内・小）
（下小杉）☎（622）0045

みやはら内科クリニック（内・小）
（藤枝市小石川町１）☎（647）5670

水島医院（内・小）
（藤枝市青木３）☎（641）0052

大持医院（内・小）
（藤枝市藤枝５）☎（641）0651

鈴木内科医院（内）
（藤枝市茶町４）☎（644）6960

青島北クリニック（内）
（藤枝市瀬古２）☎（647）7707

入交医院（内・小）
（藤枝市大手２）☎（641）0135

柴田医院（内・小）
（藤枝市藤枝４）☎（641）0127

小林小児科（小）
（藤枝市前島１）☎（635）2620

北辰堂佐藤医院（内）
（藤枝市藤枝５）☎（641）0064

にわ医院（内・小）
（藤枝市藤岡１）☎（645）2800

ハラダ城南医院（内）
（藤枝市田中３）☎（647）1234

柳原内科医院（内・小）
（藤枝市藤岡４）☎（638）2288

外　　科

さわい医院
（栄町２）☎（626）6660

岡本石井病院
（小川新町５）☎（627）5585

谷口整形外科医院
（小屋敷）☎（627）2020

大井胃腸科外科医院
（三右衛門新田）☎（624）8030

さわい医院
（栄町２）☎（626）6660

金子外科胃腸科医院
（田尻）☎（624）9007

志太記念脳神経外科
（小柳津）☎（620）3717

須崎外科医院
（駅北１）☎（629）6833

吉田医院
（利右衛門）☎（622）0108

たぬま街道整形外科
（藤枝市大新島）☎（634）1110

近藤胃腸科外科
（藤枝市南新屋）☎（641）2625

西井胃腸科外科
（藤枝市高柳）☎（637）0610

しまづ整形外科
（藤枝市高柳２）☎（634）0888

藤枝南クリニック
（藤枝市前島２）☎（634）0210

ほしのクリニック
（岡部町内谷）☎（667）0100

大久保医院
（上小杉）☎（622）2500

産婦人科 高坂産婦人科医院
（東小川３）☎（627）8747

鈴木レディースクリニック
（藤枝市大洲４）☎（636）5511

耳  鼻  科 藤枝診療所
（藤枝市高洲）☎（635）8749

ふじえだ耳鼻咽喉科クリニック
（藤枝市上薮田）☎（648）1000

八楠耳鼻咽喉科
（大覚寺）☎（629）5566

まつなが耳鼻咽喉科クリニック
（藤枝市駅前２）☎（645）3387

佐々木耳鼻咽喉科医院
（塩津）☎（629）3775

あまの耳鼻咽喉科クリニック
（藤枝市田中３）☎（646）3313

眼　　科 きむら眼科
（上新田）☎（622）5811

藤枝眼科クリニック
（藤枝市青木２）☎（647）7770

柴田眼科
（西小川２）☎（626）8131

小川眼科医院
（藤枝市本町２）☎（641）0160

大住眼科医院
（大住）☎（623）0330

ともの眼科医院
（藤枝市青葉町２）☎（636）3044

焼津駅前眼科
（駅北１）☎（626）8240

歯　　科

伊東歯科医院
（三ケ名）☎（627）4696

あい歯科クリニック
（大覚寺）☎（626）8841

ふかざわ歯科
（坂本）☎（626）7111

松本歯科
（柳新屋）☎（627）4182

あきにわ歯科
（下小田）☎（624）9845

アオキ歯科
（石津）☎（625）1870

八木歯科三和クリニック
（三和）☎（623）1177

あさひ歯科
（駅北３）☎（626）3363

藤枝歯科
（藤枝市築地）☎（644）1033

時ケ谷歯科クリニック
（藤枝市時ケ谷）☎（644）9300

おおいし歯科医院
（藤枝市立花２）☎（645）2251

服部歯科医院
（藤枝市音羽町３）☎（644）2256

奥村歯科医院
（上泉）☎（622）8448

やまもと歯科
（藤枝市東町）☎（646）1182

赤堀歯科医院
（吉永）☎（622）5800

八木橋歯科医院
（藤枝市青葉町２）☎（636）1153

ひよこ歯科
（藤枝市高洲）☎（637）0001

あさひ歯科
（藤枝市前島１）☎（636）5355

ホワイト歯科クリニック
（藤枝市築地）☎（644）8148

河野歯科医院
（藤枝市与左衛門）☎（636）5568

そ  の  他 つばくろ在宅ケアクリニック（泌）
（藤枝市高柳）☎（637）1365

北川医院（泌）
（藤枝市高洲）☎（634）3231

心のクリニック（精・神）
（藤枝市駅前１）☎（644）2928

休日当番薬局 焼津のぞみ薬局（関方）、東
京薬局中港店（栄町２） ゆりかもめ薬局（祢宜島）

くるみ薬局（栄町２）、コス
モ薬局（本町２）、龍昇堂
薬局（坂本）

ファミリー薬局（五ケ堀之
内）、むつごう薬局焼津店
（西焼津）、フラワー薬局大
富店（三右衛門新田）、プ
リンス薬局（西小川２）

ミント薬局（栄町１）、コス
モ薬局（本町２）、東京薬
局中港店（栄町２）　　　
　　　　　　　　　　　

丸永薬局（小土）
中里薬局（中里）、きらら
薬局西焼津（小柳津）、ア
トム薬局（塩津）

メロン薬局（大栄町１）

(　　)

※ 休日在宅医や休日当番薬局は変更になる場合がありますので、当日の新聞で確認してください。

診療時間　　　　　午前８時30分～午後５時（歯科は午前９時～午後３時）
　　　　　　　　　午前９時～午後５時（歯科は午前９時～正午、１～４日は
　　　　　　　　　午後４時まで）

今月から漏水調査
を実施します
　水道局では、水道管の漏水調査を計画的に実施して
います。
　この調査にあたり、調査員が皆さんの敷地内に入ら
せていただく場合があります。ただし、調査員が立ち
入るのは、敷地内のみで、家屋には入りませんので、
皆さんに立ち会っていただく必要はありません。
　なお、調査員は皆さんに分かるように、水道局の「腕
章」と「身分証」を携帯しています。
　漏水を発見した場合、道路上の修繕は水道局の負担で行います
が、敷地内については、所有者の負担で修繕をお願いします。
■調査内容　
　調査期間　１月中旬～２月下旬

　調査時間　
　  昼間…午前９時～日没
　　夜間…午後９時～午前５時（夜間は道路の調
　　査のみで敷地内には入りません）
　調査予定個所　上小杉、下小杉（一部）、上新田
　　（一部）、宗高（一部）、藤守（一部）
　問合先　市水道工務課　☎（624)0111

～調査にご協力をお願いします～

　講座内容
〈１日目〉人前で話す呼吸、発声について学ぼう
〈２日目〉あいさつゲーム、コミュニケーション方法
〈３日目〉社会的スキル向上トレーニング
〈４日目〉３分間スピーチとまとめ

講師　村
むらかみゆうこ

上裕子さん　プロフィール
　横浜市出身。
　元静岡放送アナウンサー。
　現在、司会やナレーションを始め、
講座や講演、社員研修などの講師を
務める。

●子育て電話相談　日時　月～金曜日　午前８時 30分～午後５時　問合先　焼津南保育園　☎（629）0240　●ポプラ学園の子育て相談室　日時　月～金曜日　午前９時～午後
３時　会場・問合先　ポプラ学園　☎（627）0600　サンライフ焼津の相談室　●雇用就業相談　日時　毎週火・木曜日  午前９時～午後４時　●内職相談　日時　毎週火・木曜
日  午前９時～午後４時　問合先　サンライフ焼津　☎ (627）3377　

男女共同参画セミナー


