
■６～７か月児相談
◆焼津地区にお住まいの人
対 象　平成22年１月生まれの子
日程　１～10日生…23日㈪
　11～20日生…24日㈫
　21～31日生…25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
対 象　平成22年１～２月生ま
れの子
日程　10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　身体測定、集団指導、育
　児相談、栄養・心理相談（希
　望者のみ）
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

◆焼津地区にお住まいの人
対 象　平成21年１月生まれの子
日程　１～10日生…18日㈬
　11～20日生…19日㈭
　21～31日生…20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21年１～２月生ま
　れの子
日程　６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、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
対 象　焼津地区にお住まいの平
成19年８月生まれの子
日程　１～10日生…26日㈭
　11～20日生…27日㈮
　21～31日生…31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、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　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　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
30日㈪のみ実施します。

持ち物　母子健康手帳、筆記用具

対象　平成20年８月生まれの子
◆焼津地区にお住まいの人
日程　１～15日生…４日㈬
　16～31日生…５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　３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　 ▽大井川保健相談
センター…２日㈪・16日㈪
時 間　 ▽保健センター…午前
９時～11時、午後1時30
分～４時30分　 ▽大井川
保健相談センター…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）…16日㈪　
午前９時30分～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　３日㈫…午前９時～11
時30分、５日㈭…午後１時
15分～３時45分、10日
㈫…午後１時15分～３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　大井川保健相談センター

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。子宮がん検診
（⑤）と乳がん検診（⑥）の無料
クーポン券対象者には、無料ク
ーポン券を発送済みです。
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
・ 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、特定健診などと合わせて生
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　☎62
　6-1219

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
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標
語

熱中症予防には こまめな水分補給を
汗をかく夏は、運動をしていなくても、早め早めの水分補給が大切
です。

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

健 窓の月 の８ 康

乳幼児健康診査・相談

母子健康手帳交付

母子健康相談室

２歳児歯みがき教室

骨粗しょう症検診

生活機能評価

健診・検診

保健師・看
護師による健康相談

栄養相談管理栄養士
による

■材料（２人分） ■作り方 ■１人分の栄養値
エネルギー…542kcal
たんぱく質……19.3g
脂質……………15.2g
カルシウム……79㎎
鉄………………２㎎
塩分……………2.2g

①  玉ネギはみじん切りにし、あらびき肉と一
緒に炒める。
②①に水を入れ沸騰させる。
③ ②に固形カレールウを入れ、弱火で溶ける
まで煮込む。
④ ズッキーニ、ナス、パプリカを７～８㎝の
長さの櫛形に切り、ナタマメも同じ長さに
切り、油で素揚げにする。
⑤皿にご飯を盛り④を添え、③のカレーを盛
　りつける。

玉ネギ…小１個、あらびき肉（豚）
…100g、ズッキーニ…１/２本、
ナス…１/２本、ナタマメ（また
はインゲン）…２本、パプリカ（黄）
…１/２個、パプリカ（オレンジ）
…１/２個、市販の固形カレール
ウ…40g、水…カップ２/３、ご
飯…150g

写　真
横 70㍉×縦 63㍉

　⑤、⑥の集団検診の予約を
受け付けています。実施日や
時間など詳しくは問い合わせ
てください。

相談室
■ 自動車保険請求相談　電話・来訪相談　日時　月～金曜日（祝日を除く）　午前９時～12時　午後１時～５時　弁護士相談（要予約）　毎週木曜日　午後１時～４時
【共通】　相談無料　予約・問合先　㈳日本損害保険協会静岡自動車保険請求センター　☎252-3334
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スターウィーク特別観望会
対象　どなたでも　※中学生以下
は保護者同伴　日時　７月31日
㈯、８月１日㈰　午後７時～８時
30分 (受付は午後６時45分～）
※雨曇天中止（当日午後５時に実
施の有無を決定)　※実施の際は
展示・体験室も夜間特別開室しま
す(午後６時30分～８時30分、
有料)　会場　ときめき遊星館　
定員　各日200人（当日先着順）
問合先　ディスカバリーパーク焼
津　☎625-0800　
エコリオギャラリーの展示
■第11回焼津平和のための戦争
展　期間　７月30日㈮～８月１
日㈰　会場・問合先　ふれあいホ
ール　☎626-2011

おもちゃ図書館
対象　親子　日時　７月25日㈰
午前10時～午後３時　会場　福
祉老人センター　問合先　焼津市
社会福祉協議会　☎621-2941

梅
うめ

原
はら

司
し

平
へい

コンサート
日時　９月５日㈰　会場…午後０
時30分　開演…午後１時　会場
大井川文化会館　参加費　大人…
2,500円（前売り2,000円）　
小中高生…当日・前売り1,000
円　※チケットは藤枝江崎書店
（駅南本店・蓮華寺池公園店・駿
河台静鉄ストアー店）、戸田書店
（藤枝東店）、ボノロン外国語学校
（焼津）で販売しています　問合
先　梅原司平コンサート実行委員
会　☎631-2178、643-5448

野村生涯教育読書会
対象　どなたでも　日時　７月
28日㈬、８月20日㈮、９月
29日㈬　午前10時～３時　会
場　焼津文化会館第１会議室　参
加費　500円　問合先　野村
生涯教育センター静岡支部　☎
257-9111

サイエンスフェスティバル
夏まつり
対象　どなたでも　日時　７月

25日㈰　午後１時30分～４時
会場　ときめき遊星館　内容　
「ダイラタンシー」の体験、「一瞬
で、ひんやりゼリーを作ろう」な
どのブース　※当日の天候などに
よりブースの変更あり　参加無料
（展示・体験室内のブースは、展示・
体験室観覧券が必要）　問合先　
ディスカバリーパーク焼津　☎
625-0800

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

パソコン教室
■文書作成（W

ワ ー ド

ord）検定コース
日時　８月５日以降の毎週木曜日
午後６時30分～８時30分（全
12回）　※11月上旬に検定試験
予定　■表計算（E

エ ク セ ル

xcel）検定
コース　日時　８月６日以降の毎
週金曜日　午後６時30分～８時
30分（全12回）　※11月上旬
に検定試験予定　■W

ワ ー ド

ord初心
者コース　日時　８月７日㈯・
21日㈯・28日㈯、９月４日㈯
午前９時30分～11時30分（全
４回）　【共通】　受講料　チケッ
ト４枚綴りで8,560円（テキス
ト・検定料別途）　定員　各20
人　会場・申込・問合先　サンラ
イフ焼津　☎627-3377
藤枝特別支援学校
ボランティア養成講座
対象　高校生以上で20時間講座
に参加できる人　日時　９月11
日㈯、10月９日㈯、11月 13
日㈯、12月11日㈯　午前９時
30分～午後２時30分　受講料
500円（保険料・資料代ほか、
昼食代自己負担）　定員　30人
（申込順）　申込方法　７月23日
㈮（消印有効）までに往復はがき
に住所・氏名・性別・職業・生年
月日・電話番号・ボラ保険加入の

有無を記入し郵送する　会場・申
込・問合先　 426-0067　藤
枝市前島2281-1　藤枝特別支
援学校ボランティア養成講座係　
☎636-1893

市民スポーツ祭
■卓球　対象　各自治会・公民館
卓球講座生　日程　８月８日㈰　
会場　総合体育館　参加費　１チ
ーム1,000円　申込方法　８月
１日㈰までに電話で申し込む　申
込先　事務局　☎629-7210　
問合先　小

こ

長
なが

谷
や

宅　☎623-7928
■空手道　対象　市空連加盟者・
道場加入者　日程　10月31日
㈰　会場　焼津体育館　申込方法
７月31日㈯までに電話で申し込
む　申込・問合先　増

ます

田
だ

宅　☎
627-3460

バウンドテニス初心者教室
対象　18歳以上で市内・藤枝市
在住・在勤の人　日時　８月10
日～11月23日までの毎月第２・
第４火曜日　午後７時～９時　会
場　総合体育館　参加費　１回
300円（保険料含む）　持ち物　
体育館シューズ　※ラケットは貸
出可　申込方法　８月８日㈰まで
に電話で申し込む　申込・問合先
八
や

木
ぎ

宅　☎627-3984

将
しょう

陽
よ う

館
か ん

道場親子空手教室無
料体験
対象　４歳～小学校低学年の子と
その保護者　日時　毎週月・木・
土曜日　午後４時～５時30分　
会場　将陽館道場（田尻北）　申
込方法　７月20日㈫～８月30
日㈪に電話で申し込む　申込・問
合先　菊

きく

地
ち

宅　☎624-7012

県の男女共同参画タウンミ
ーティング
日時　①８月７日㈯　②８月11
日㈬　①②とも午後１時30分～
３時　会場　①男女共同参画セン
ターあざれあ504会議室　②静
岡県庁別館７階第１会議室　内容
第２次静岡県男女共同参画基本計
画策定に関する意見交換　定員　
各20人（申込順）　申込方法　
各開催日の３日前までに電話また
はファクスで住所・氏名・電話番
号・希望会場をお知らせください
申込・問合先　県男女共同参画課
☎221-3363　221-2941

「えがお袋」作成教室
日時　８月１日㈰　①午前９時
30分～11時30分　②午後１

時30分～３時30分　会場　①
大村公民館　②大井川公民館　持
ち物　針と糸は用意しますが、自
分の手芸道具を持っている人は持
参してください　定員　各40人
（申込順）　※申込方法など詳しく
は㈳焼津青年会議所ホームページ
（http://jc.yaizu.net/inndex.
html）をご覧ください　申込・
問合先　㈳焼津青年会議所　☎
628-1518　629-1518　

ホストファミリー
　留学生は日本語が話せます。小
中学生のいる家庭大歓迎。
受入条件　１家庭につき学生１人
～２人が４日間滞在　期間　８月
12日㈭～15日㈰　募集家庭　
10家族　申込方法　７月31日
㈯までに電話またはファクスで住
所・氏名・電話番号・希望受入人
数・性別をお知らせください　申
込・問合先　焼津国際交流黒潮　
池
いけ

田
だ

宅　☎628-7864　

オウム真理教犯罪被害等給
付金
対象　オウム真理教による犯罪行
為により、①亡くなられた人のご
遺族　②障害が残った人　③傷病
を負った人　※②③に該当し、す
でに亡くなられている場合、その
ご遺族　申請期限　12月17日
㈮　問合先　静岡県警察本部警察
県民センター犯罪被害者支援室　
☎271-0111（平日の午前８時
30分～午後５時15分）　

入国警備官採用試験
対象　昭和62年４月２日～平成
５年４月１日生まれの人　日程　
９月26日㈰　会場　東京都・名
古屋市など　申込期間　７月20
日㈫～８月３日㈫　※インターネ
ット（http://www.jinji-shike
n.jp/moushikomi.html）での
申込期間は７月20日㈫～27日
㈫　問合先　名古屋入国管理局総
務課人事係　☎052-559-2150
（午前９時～午後５時、土日・祝
日を除く）

中小企業退職金共済制度
　中退共制度は中小企業で働く従
業員のための外部積立型の国の退
職金制度です。
適格退職年金制度からの移行先
掛金の一部を国が助成　掛金
は全額非課税　管理が簡単　

掛金以外の経費がかからない　※
詳しくはホームページ（http://

chuta ikyo.ta isyokukin.
go.jp/）をご覧ください　問合
先　独立行政法人勤労者退職金共
済機構中小企業退職金共済事業本
部　☎03-3436-0151（代表）

刃物研ぎ
日程・会場　 ▽７月18日㈰…新
屋公会堂　 ▽７月25日㈰…焼津
北公会堂　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～　※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

（敬称略）　■社会福祉活動資金寄
附金（H22．５月受付分）　土の
虫…200,000円、静岡福祉大学
わんぱく寺子屋…13,387円、
若杉憲一…10,000円、士・匿
名…5,000円、Ｓ．Ｓ・増田亀
夫…3,000円、矢部栄之・見崎
平八…2,000円　■青少年育成
事業寄付金（H22.６月受付分）
焼津青年会議所…73,000円　
■文化事業基金寄付金（H22.5
月受付分）　土の虫…200,000
円、焼津公民館高齢者学級つくし
の会…10,190円、焼津公民館
双葉会…6,482円、焼津公民館
パン講座…6,000円、焼津市盆
栽会…5,000円、焼津公民館春
の館外学習…4,900円、日本盆
栽協会…3,000円、募金箱…
2,885円

　登録期間は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　植木鉢、テーブル
チェア、ベビー用布団、介護用ベ
ッド、焼津中央高校女子制服、藤
枝北高校女子制服、女性用剣道防
具一式、庭石、ポータブルトイレ、
電話機、ベビー服（１～３歳用）、
アップライトピアノ、布オムツ　
■ゆずってください　大井川保育
園園服一式、焼津幼稚園男子園服
一式、剣道防具一式（小学生・成
人男性用）、三輪車、電動サンダー、
チャイルドシート、子ども用スキ
ーウェア、子ども用自動車玩具、
電子ピアノ、ＣＤ/ＭＤミニコン
ポ、洗濯機、そろばん　
問合先　市生活安全課　☎626
-1131

●  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
紙面の都合で限られた情報のみを掲載しています。

（11） 平成 22 年７月 15 日号

善意をありがとう

きく

みる

あそぶ

そのほか

募集

不用品活用バンク

まなぶ

広報やいづ ｢７月１日号｣ １ページに掲載しました ｢この人に聞く！｣ コーナーの振り仮名に誤りがありました。高騰（こうふつ）とありましたが、正しくは高騰（こ
うとう）でした。訂正してお詫びいたします。　問合先　市広報広聴課　☎626-2145

お詫び
と訂正


