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■６～７か月児相談
対 象　焼津地区にお住まいの平成
21年 12月生まれの子
日程　１～10日生…21日㈬
　11～ 20日生…22日㈭
　21～ 31日生…23日㈮
受付時間　午前９時～９時45分
会場　保健センター
内 容　身体測定、集団指導、育児
相談、栄養・心理相談（希望者）
持 ち物　母子健康手帳、アンケー
ト、筆記用具
■ １歳６か月児健康診査とフ
ッ素塗布

対 象　焼津地区にお住まいの平成
20年 12月生まれの子
日程　１～10日生…13日㈫
　11～ 20日生…14日㈬
　21～ 31日生…15日㈭
受付時間　午後１時～２時
会場　保健センター
内 容　内科・歯科健診、身体測定、
集団指導、育児相談、フッ素塗
布（希望者・自己負担金あり）
持 ち物　母子健康手帳、アンケー
ト、歯ブラシ、筆記用具
■３歳児健康診査
◆焼津地区にお住まいの人
対 象　平成19年７月生まれの子
日程　１～10日生…27日㈫
　11～ 20日生…28日㈬
　21～ 31日生…29日㈭
会場　保健センター
◆大井川地区にお住まいの人
対 象　平成 19年６～７月生まれ
の子
日程　23日㈮
会 場　大井川保健相談センター
【共通】
受付時間　午後１時～２時
内 容　内科・歯科健診、身体測定、
眼科検査、子どもの検尿、集団
指導、育児相談、ブラッシング
指導
持 ち物　母子健康手帳、アンケー
ト（２種類）、子どもの早朝尿、

歯ブラシ、筆記用具
※ 目に関するアンケートは必ず記
入して持参してください。

日 時　月～金曜日（祝休日を除く）
午前９時～11時
会場　保健センター
※ 大井川保健相談センターでは毎
週木曜日のみ実施しています。
持ち物　妊娠届出書

対象　乳幼児とその保護者
日 時　月～金曜日（祝休日を除く）
午前９時～11時
会場　保健センター
※ 大井川保健相談センターでは
12日㈪のみ実施します。
持ち物　母子保健手帳、筆記用具

対象　平成20年７月生まれの子
◆焼津地区にお住まい人
日程　１～15日生…７日㈬
　16～ 31日生…８日㈭
受付時間　午前９時～９時45分
会場　保健センター
◆大井川地区にお住まいの人
日程　６日㈫
受 付時間　午前９時 15分～９時
45分
会場　大井川保健相談センター
【共通】
内 容　ブラッシング指導、身体測
定、育児相談（希望者）
持 ち物　母子健康手帳、歯ブラシ、
手鏡、アンケート、フェイスタ
オル、筆記用具

対象　どなたでも
内 容　健（検）診結果の見方の説
明、生活習慣病について、血液
サラサラチェックなど
※ 血液サラサラチェック（要予約）
は保健センターのみで実施
日 程　 ▽保健センター…月～金曜

日（祝休日を除く）　 ▽ 大井川
保健相談センター…１日㈭、
15日㈭
時 間　午前９時～ 11時、午後 1
時 30分～４時30分
持ち物　健康手帳（持っている人）

■母子栄養相談
対象　妊産婦、乳幼児
会場　保健センター
日 時　毎週月曜日　午後１時～３時
内 容　妊産婦の食事、離乳食、幼
児食など
持ち物　母子健康手帳
■成人栄養相談
対象　成人
日 時　 ▽保健センター…毎週金曜
日　午後１時 30分～３時　 ▽

大井川保健相談センター（要予
約）…15日㈭　午前９時～11時
内 容　食事摂取量調査や栄養バラ
ンスに関することなど
持ち物　健康手帳（持っている人）

対 象　市内在住の20歳以上の女性
日 時　10 日㈯　午前９時～ 11
時 30 分、13 日㈫　午後５時
45 分～７時 45 分（要予約、
所要時間 30分程度、受付時間
は予約時にお伝えします）
会場　保健センター
内容　骨密度測定
検診料　1,000円
※ 結果は、専門医師による診断後、
翌月の結果説明会で配布します。

　健（検）診を受けるときは、健
康保険証と受診券を忘れずにお持
ちください。⑤、⑥の無料クーポ
ン券対象者には、６月下旬に無料
クーポン券を発送します。
対 象　①特定健診　40歳以上で
焼津市国保・後期高齢者医療の
人、生活保護を受けている人
② 肝炎検診　40歳、41歳以上で

過去未受診の人
③ 前立腺がん検診　50歳以上の
男性
④大腸がん検診　40歳以上の人
⑤ 子宮がん検診　20歳以上の女
性、ただし 20歳代の人は２年
に１回（前年度と今年度の無料
クーポン券対象者を除く）
⑥ 乳がん検診（問診・視診・触診）
30歳以上の女性
※ 無料クーポン券対象者は、必ず
視触診とマンモグラフィ検査を
受けてください。
⑦ 歯科健診　平成 22年度の受診
券の対象年齢が 40・45・50・
55・60・65・70歳の人（受診
券を確認してください）
⑧ 胃がん検診　35歳以上の人（要
予約）
※集団検診も実施しています。
⑨ 結核検診・肺がん検診　40歳
以上の人
◆焼津地区にお住まいの人
受診場所　各指定医療機関
受診期限　平成23年３月31日㈭
注意やお知らせ
・ ⑨の受診券は６月下旬に発送す
る予定です。詳しくは９㌻をご
覧ください。
・ ⑤と⑥を市立総合病院で受診す
る場合は予約が必要です。
・ ⑥の検診でマンモグラフィ検査
を希望する 40 歳以上の人は、
市立総合病院（要予約）と甲賀
病院、岡本石井病院（要予約）
で受診できます（前年度と今年
度の無料クーポン券対象者を除
き、２年に１回）。

◆大井川地区にお住まいの人
注意やお知らせ
・ ②～④と⑨の検診は、①の健診
と同時に実施します（①は９月
下旬から志太医師会検診センタ
ーで実施する予定です）。
　 社保の人で、志太医師会検診セ
ンターで特定健診を受ける人
は、受診できる項目があります
ので保健センターへ連絡してく
ださい。

・ ⑥の検診を受ける人で 40歳未
満の人は、乳房エコー検査を受
けられます（２年に１回）。40
～ 49歳の人は、乳房エコー検
査かマンモグラフィ検査を選択
できます。50 歳以上の希望者
はマンモグラフィ検査を受けら
れます（前年度と今年度の無料
クーポン券対象者を除き２年に
１回）。

　将来、介護が必要な状態になら
ないように、元気なうちから予防
していく（介護予防）ために、特
定健診などと併せて生活機能評価
を実施します。
対 象　満65歳以上の人（要支援・
要介護認定者を除く）
◆焼津地区にお住まいの人
受診場所　指定医療機関
◆大井川地区にお住まいの人
　大井川地区の特定健診（９月下
旬から実施予定）と同時に実施し
ます。
問合先　市介護福祉課　☎ 626-
　1219

乳幼児健康診査・相談

母子健康手帳交付

栄養相談管理栄養士
による

健康相談保健師・看護師
による

健診・検診

生活機能評価

骨粗しょう症検診

母子健康相談室

２歳児歯みがき教室

問合先　 425- 0035　東小川 1-8-1
　保健センター　☎ 627-4111　 627-9960

健 窓の康月 の７ 健
康
標
語

１日の 元気のもとは 朝食から
朝食は、睡眠中に消費した栄養を補い、１日の活動を支えるエネル
ギー源として重要な食事です。

■材料（２人分） ■作り方 ■１人分の栄養値

協力／焼津市健康づくり食生活推進協議会　　問合先／保健センター　☎ 627-4111

エネルギー…277kcal
たんぱく質……8.1g
脂質……………20.2g
カルシウム……35㎎
鉄………………0.9㎎
塩分……………2.0g

①  豚バラ肉スライスは食べやすい大きさに切
り、茹でる。玉ねぎをスライスし、水にさ
らしてしっかりしぼる。トマトはスライスす
る。キュウリは薄い輪切りにし、塩少々を
振り軽くしぼる。
② 調味料を混ぜ合わせドレッシングを作る。
③ ボウルにトマト、玉ねぎ、キュウリ、豚肉
を交互にして入れドレッシングをかけ、冷
蔵庫で冷やす。
④ パセリ、サラダ菜を添え盛りつける。

豚バラ肉スライス…100ｇ、トマ
ト…中１個、玉ねぎ…中１/２個、
キュウリ…中１/２本、飾り用パ
セリ、サニーレタス…適宜
ドレッシング[ポン酢…大さじ
２、砂糖…小さじ１、オリーブオ
イル…小さじ１、塩・コショウ…
少々]

　７月１日から保健センターと大井川保健相談センターの敷地
内が全面禁煙となります。
　たばこが喫煙者と受動喫煙者の健康を害し、肺がんなどを誘
発することから、建物内に限っていた全面禁煙の対象を敷地内
全体に拡大しました。
　皆さんの健康のため、ご理解とご協力をお願いします。

敷地内全面禁煙 ７月１日～
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◆会場・日時（７月、８月の日程）
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部分月食を見る会
対象　どなたでも　※中学生以下
は保護者同伴　日時　６月 26日
㈯　午後７時～ 10時　※雨曇天
中止（当日午後５時に実施の有無
を決定）　会場　ディスカバリー
パーク焼津横（田尻海岸潮騒テラ
ス付近）　問合先　ディスカバリ
ーパーク焼津　☎625-0800
夏の星空と七夕のお話
対象　小学校低学年までの子とそ
の家族　日時　７月３日㈯・４日
㈰・10 日㈯・11 日㈰　午前 11
時～ 11 時 30 分　会場　ときめ
き遊星館プラネタリウム　観覧料
大人　600 円　子ども　200 円
（３歳以下無料）　定員　165 人
（各回先着順）　申込方法　当日来
館して観覧券を購入する　問合先
ディスカバリーパーク焼津　☎
625-0800
藍画廊の展示
■第４回和紙ちぎり絵展～夏のロ
マンス～　期間　６月 17日㈭～
22日㈫　■静岡篆

てん

刻
こく

二十人展　
期間　６月 24日㈭～ 29日㈫　
問合先　藍画廊（水曜休廊）　☎
627-0025　

ラムネを作ろう
　クエン酸と重曹を使ってシュワ
シュワラムネを作ってみよう！　
対象　どなたでも　日時　６月 27
日㈰　午後１時30分～４時　会場
ときめき遊星館２階実験・工作室
問合先　ディスカバリーパーク焼
津　☎625-0800
飼育講習会　
子犬・子ねこをゆずる会
日時　７月 14 日㈬　午後０時
20分～３時　会場　県中部健康
福祉センター（藤枝市）　参加無
料　譲渡料　子犬…2,700円　子
ねこ…1,100円　申込方法　７月
７日㈬までに市環境衛生課、県中

部健康福祉センターにある専用往
復はがきで申し込む　申込・問合
先　県中部健康福祉センター衛生
薬務課　☎644-9283　
フィットネス教室
■ズンバゴールド体験会　対象　
フィットネス初心者、シニア　日
時　７月６日㈫　午後２時～３時
内容　メレンゲ、サルサなどの動
きを取り入れたダンスプログラム
参加費　500 円　持ち物　シュ
ーズ　定員　30人　予約制　会
場・申込・問合先　サンライフ焼
津　☎627-3377　
ガンバルーン体操体験講
習会・資格講習会　
①ガンバルーン体操体験会　日時
６月 26日㈯　午後０時 45分～
１時 15分　②スッキリストレッ
チ体験会　日時　６月 26日㈯　
午後１時 20分～１時 50分　③
資格取得講習　日時　６月 26日
㈯　午後２時～５時　【共通】　会
場　大井川商工業研修センター講
堂　受講料　①②…500 円　③
…6,300円　持ち物　タオル、飲
み物　予約制　申込・問合先　焼
津市シルバー人材センター大井川
事務所　☎622-5852
パソコン教室
■ゆっくり始めるパソコンワード
入門　日時　７月２日㈮・９日㈮・
16日㈮・23日㈮　午前９時 30
分～ 11時 30 分　■デジカメ活
用講座　日時　７月３日㈯・10
日㈯・17日㈯・24日㈯　午後１
時～３時　■インターネット・メ
ール入門　日時　７月６日㈫・
13日㈫・27日㈫・８月３日㈫　
午後１時～３時　【共通】　受講料
各コース 6,420 円（テキスト料
別途）　定員　各 20 人　予約制
申込・問合先　サンライフ焼津　
☎627-3377
パソコン講座
■Ａコース　対象　パソコン未経
験者・初心者　時間　午後１時～
２時 30分　■Ｂコース　対象　

文字入力ができる人　時間　午後
３時～４時 30分　【共通】　日程
７月５日～10月４日の毎週月曜
日（全 12回）※祝日を除く　受
講料　１回 1,200 円（教材費・
パソコン使用料別途）　定員　各
10人　予約制　会場・申込・問
合先　焼津市シルバー人材センタ
ー大井川事務所　☎622-5852　
かたつむりパソコン教室
■Ａコース　対象　パソコン未経
験者・初心者　日時　７月３日～
９月25日の毎週土曜日　午後１時
30分～３時（全 12回）　※８月
14日を除く　■Ｂコース　対象　
文字入力ができる人　日時　７月
２日～９月24日の毎週金曜日　午
後６時 30分～８時（全 12回）　
※８月13日を除く　【共通】　会場
和田公民館　受講料　1 回 1,200
円（テキスト・パソコン使用料別途）
持ち物　ノートパソコン　※パソ
コンは８台まで貸出可　申込・問
合先　焼津市シルバー人材センタ
ー大井川事務所　☎622-5852　

市民スポーツ祭
■射撃　対象　射撃協会会員また
は免許を持つ人　日時　７月５日
㈪　会場　静岡クレー射撃場（静
岡市駿河区）　申込期限　７月４
日㈰　申込・問合先　事務局（飛

ひ

野
の

宅）　☎ 620-1132　■ヨット
対象　どなたでも　日時　７月
18日㈰　会場　小川港沖　申込
期間　６月 15日㈫～７月 10日
㈯　申込・問合先　事務局（小

お

川
がわ

宅）　☎　622-0597　■ソフト
ボール　対象　成人で構成された
チーム　日時　７月 25 日㈰～
11 月 28 日㈰　会場　和田社会
教育広場ほか　申込期限　６月
30日㈬　申込・問合先　事務局
（小

お

保
ぼ

方
かた

宅）　☎628-1221
子どもスイミングスクール
７月無料体験
対象　年長～小学１年生（顔を水
に付けられる程度の児童）　期間　
７月１日㈭～ 16日㈮（土日月曜
日を除く )　※体験は１回　時間
午後３時 45分～５時　会場　ア
クアスやいづ　持ち物　水着、キ

ャップ、ゴーグル、バスタオルな
ど　定員　各日５人　申込方法　
電話で申し込む　 申込・問合先　
アクアスやいづ　☎621-0200
第２回焼津市民屋外プー
ル回泳大会
対象　小学生以上の個人または団
体　日時　７月 18日㈰　午後２
時　会場　焼津中学校プール　申
込方法７月10日㈯までに電話ま
たはファクスで申し込む　申込・
問合先　鳥

とり

居
い

宅　☎ 628-2695　
 626-4670　

子育て支援センターと子
育てサポートルームから
のお知らせ
　催し物や参加者募集のお知らせ
を市のホームページに掲載してい
ます。「子育て支援センターイベ
ント情報」「サポートルームつど
いの広場イベント情報」をご覧く
ださい。
問合先　市児童課　☎626-1137
静岡県下水道排水設備工
事責任技術者試験
対象　20歳以上で学歴に応じた
実務経験を有する人　日時　10
月 20日㈬　会場　静岡商工会議
所（静岡市葵区）ほか　受験料　
4,000円　※申込方法など詳しく
は問い合わせてください。　問合
先　市下水道課　☎626-2176
うみえ～る焼津朝市
日時　６月 26日㈯　午前９時　
※雨天決行　会場　うみえ～る焼
津　内容　深層水関連商品・地元
自然農法野菜・農作物・特産品・
名産品の販売、深層水試飲コーナ
ー、かつお節削り実演販売など　
問合先　㈱マリンタウンやいづ　
☎626-2255
刃物研ぎ
日程・会場　▽６月 20日㈰…一
区公会堂　▽６月 27日㈰…二区
公会堂　受付時間　午前９時～午
後１時（仕上がりは午後）　料金
包丁 300円～、はさみ 350円～
※ほか特殊なものは相談にて　雨
天中止　問合先　焼津市シルバー
人材センター　☎627-1150

狩猟免許試験
日時　８月 22日㈰　午前９時　
会場　静岡総合庁舎（静岡市駿河
区）ほか　免許種類　網猟・わな猟・
第一種銃猟・第二種銃猟　申請期
間　６月21日㈪～７月23日㈮　
※申込方法など詳しくは問い合わ
せてください。問合先　志太榛原
農林事務所森林整備課　☎ 644-
9243

（敬称略）　■社会福祉活動資金寄
附金（H22. ４月受付分）　サッポ
ロビール㈱静岡工場…418,895
円、大井川舞の会…50,000 円、
豊田地区民生委員児童委員協議会
…37,000 円、鴬友会…36,801
円、池田…30,000 円、東益津地
区民生委員児童委員協議会…
15,501 円、宇都木稔…10,000
円、士・匿名…5,000円、ラック
＆ウェンディ…4,913円、焼津公
民館童謡の会…3,650 円、S.S・
匿名…3,000円、矢部栄之・見崎
平八…2,000円、匿名…1,133円、
服部正宏…1,000円　■文化事業
基金寄附金（H22. ４月受付分）
募金箱…4,130円　■チリ大地震
日赤焼津市地区救援金（H22. ４
月受付分）　匿名…104,366 円、
募金箱…2,218円　※チリ大地震
救援金は受付を終了しました。

　登録は３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　テレビ台、東益津
中女子制服、藤枝明誠高校女子セ
ーター・ベスト、インクジェット
複写機、植木鉢、常葉学園制服、
毛糸・ニット用アイロン、学生ズ
ボン、子ども用滑り台、自動車玩
具、タンス　■ゆずってください
　バスケットゴール、一輪車、ベ
ビー服、子ども用自転車、小川幼
稚園制服一式、ベビーキャリー、
桐タンス、ミシン、鯉のぼり、ベ
ビーベッド、チャイルドシート、
自転車、まどか幼稚園制服一式、
水槽用エアーポンプ　問合先　市
生活安全課　☎626-1131

みる

まなぶ

募集

そのほか

善意をありがとう

不用品活用バンク

●  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。

せ ーナーコ知 らお


