
■６～７か月児相談
◆焼津地区にお住まいの人
対 象　平成22年２月生まれの子
日程　１～10日生…14日㈫
　11～20日生…15日㈬
　21～28日生…16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、ブックスタート講座
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２月生まれの子
日程　１～10日生…７日㈫
　11～20日生…８日㈬
　21～28日生…９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９月生まれの子
日程　１～10日生…28日㈫
　11～20日生…29日㈬
　21～30日生…30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。
◆大井川地区にお住まいの人
対象　平成19年８～９月生ま
　れの子
日程　10日㈮

受付時間　午後１時～２時
会場　大井川保健相談センター
内容　内科・歯科健診、身体測
　定、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、子どもの早朝尿、筆記
　用具

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
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
13日㈪のみ実施

持ち物　母子健康手帳、筆記用具

対象　平成20年９月生まれの子
◆焼津地区にお住まいの人
日程　１～15日生…１日㈬
　16～30日生…２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（希望者のみ）
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）の実施は保健センターのみ。
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　 ▽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（祝休日を除
く）　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　３日㈮…午前９時～11
時30分、７日㈫…午後１時
15分～３時45分、13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。
　

　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 結核健診・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。

 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）。

⑤と⑥の集団検診を実施
日程　１日㈬・２日㈭
受付時間　午前９時～９時30
　分、午後１時～１時30分
会場　大井川保健相談センター

　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。
問合先　介護福祉課　☎626-
　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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規則正しい生活で 夏バテ防止
激しい暑さを乗り切るには、規則正しい生活が欠かせません。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９ 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（小鉢１つ分） ■作り方 ■小鉢１つ分の栄養値
エネルギー…383kcal
たんぱく質……14.6g
脂 質……………5.7g
カルシウム……211㎎
鉄………………2.7㎎
塩 分 ……………6.1g

①  ゴーヤーはわたを取り、薄切りにして
茹で、水気をしっかりしぼる。
②鍋にゴーヤー、砂糖、しょうゆ、酢を
　入れ　火にかけ、汁がなくなるまで
　煮る。
③ 火を止め、白ごま、ちりめんじゃこ、
かつお削り節を混ぜる。

ゴーヤー（わた、種子を除い
たもの）…200g、砂糖…
60g、しょうゆ…大さじ２、
酢…大さじ１、白ごま…大さ
じ１、ちりめんじゃこ…12g、
かつお削り節…４g

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。

平成 22年８月 15 日号 （10）

広報やいづ ｢８月１日号｣ ７ページに掲載しました ｢臨時休館のお知らせ｣ に誤りがありました。８月16日㈪のサンライフ焼津は「開館」とありましたが、正しく
は「休館」でした。訂正してお詫びいたします。　問合先　商工課　☎626-1175

お詫び
と訂正
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柳屋ギャラリー
■アゲイン～第３回浜通り「夏の
あかり展」　期間　８月19日㈭
～24日㈫　■遊

ゆう

迷
めい

写真展　杉ク
ラブ　期間　８月26日㈭～31
日㈫　■日本画勉強会作品展　期
間　９月２日㈭～７日㈫　■はく
ぼく会絵画展　期間　９月９日㈭
～14日㈫　会場・問合先　柳屋
ギャラリー（水曜休廊）　☎629
-2108

花
はな

実
み

・プラネタリウムライブ　
星空絵本～あなたの願いが
かなう夜
日時　８月29日㈰　午後７時～
８時30分　会場　ときめき遊星
館プラネタリウムホール（全席指
定）　参加費　16歳以上…2,500
円　４～15歳…2,100円　定員
155人　申込方法　電話か直接
窓口で　申込・問合先　ディスカ
バリーパーク焼津　☎625-0800

サイエンス教室
カサ袋ロケットを飛ばそう
対象　どなたでも　日時　８月
22日㈰　午後１時30分～４時
会場　ときめき遊星館会議室　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
■離乳食講座　対象　平成21年
12月７日～同22年３月６日生
まれの子　日時　９月６日㈪　午
前10時～11時30分　内容　
２回食の話と実演　講師　児童課
管理栄養士　定員　15人（申込
順）　※先着10人託児あり、兄・
姉の参加不可。　申込方法　８月
20日㈮の午後１時30分～３時
に電話で　会場・申込・問合先　
子育て支援センター「さくら」（さ
くら保育園内）　☎656-0676
■おもちゃを作ろう！　日時　９
月７日㈫　午前10時～11時
30分　会場　小川公民館２階講
座室　内容　牛乳パックのおもち

ゃづくり　定員　15組（申込順）
申込方法　８月20日㈮以降の平
日午後１時30分～５時に電話で
申込・問合先　子育て支援センタ
ー「子育て広場なかよし」（なか
よし保育園内）　☎620-0115
■ベビーマッサージと触れ合いあ
そび　対象　12カ月未満の子と
保護者（初めて受講する人）　日
時　９月28日㈫　午前10時～
11時30分　持ち物　バスタオ
ル、マッサージオイル（持ってい
る人）　定員　15組（申込順）　
申込方法　８月26日㈭の午後１
時30分～３時に電話で　会場・
申込・問合先　子育て支援センタ
ー「ワン・ツー・スリー」（第３
ゆりかご保育所内）　☎623-15
51　■そのほかの催し物など　
上記以外の子育て支援センター
（地域子育て支援センター「みな
み」☎293-7474、「たかくさ」
☎629-5430、「とまとぴあ」　
☎662-2300）と、子育てサポ
ートルーム（☎627-2999）か
らのお知らせを随時市のホームペ
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」「子
育てサポートルームつどいの広
場」をご覧ください。　問合先　
児童課　☎626-1137

初心者のための天文教室・秋編
対象　中学生以上　日時　10月
11日 (祝・月 )　午後６時～８
時30分　会場　ときめき遊星館
天文台ほか　参加費　100円　
定員　10人 (申込順 )　申込方
法　９月４日㈯から電話または直
接窓口で　問合先　ディスカバリ
ーパーク焼津　☎625-0800　

パソコン教室　
■パソコンでアルバム作り　日時
９月８日㈬・15日㈬・22日㈬・
29日㈬　午後１時～３時　■初
めてのパソコン　日時　９月７日
以降の毎週火曜日　午後１時～３
時　■W

ワ ー ド

ord応用　日時　９月
２日以降の毎週木曜日　午後３時
30分～５時 30分　■E

エ ク セ ル

xcel
応用　日時　９月３日以降の毎週
金曜日　午後３時30分～５時

30分　【共通】　受講料　チケッ
ト４枚綴りで8,560円 (テキス
ト料別途）　定員　各20人（申
込順）　申込方法　各講座の前日
までに電話で　会場・申込・問合
先　サンライフ焼津　☎627-33
77

国連外国語講座
1英会話初級　日時　10月４日
～12月13日の毎週月曜日　午
後６時45分～８時45分　定員
40人　2英会話中級　日時　
10月６日～12月15日の毎週
水曜日　午後６時45分～８時
45分　定員　40人　3英会話
上級　日時　10月７日～12月
９日の毎週木曜日　午後６時45
分～８時45分　定員　30人　
4ハングル入門　日時　10月５
日～12月14日の毎週火曜日　
午後７時～８時45分　定員　
15人　5ハングル初級　日時　
10月８日～12月10日の毎週
金曜日　午後７時～８時45分　
定員　15人　6ハングル中級　
日時　10月７日～12月９日の
毎週木曜日　午後３時～４時45
分　定員　15人　【共通】　全
10回（祝日を除く）　会場　1
～3　静岡県教育会館（静岡市
葵区）　4～6　静岡県観光・国
際交流センター（静岡市駿河区）
受講料　15,000円（教材費別途）
3のみ　17,000円（教材費別
途）　申込方法　９月15日㈬ま
でに電話・ファクス・メールいず
れかの方法で、希望講座・希望会
場「静岡」・住所・氏名（ふりがな）・
日中の連絡先・返信先のファクス
番号またはメールアドレス・受講
経験の有無をお知らせください　
申込・問合先　日本国際連合協会
静岡県本部　☎202-3413　

202-0932　 info@sir.or.jp

市民スポーツ祭
■テニス　対象　中学生以上の男
女（ダブルス）　日程　９月12
日㈰　会場　漁船員テニスコート
参加費　１組3,000円　申込方
法　８月29日㈰までに電話で　
申込・問合先　事務局　☎624-
5500　■バレーボール　対象　
小学生　日程　９月19日㈰・
26日㈰　会場　女子…小川小学
校体育館　男子…焼津西小学校体
育館　参加費　１チーム3,000
円　申込方法　９月５日㈰までに

電話で　申込・問合先　芹
せり

沢
ざわ

宅　
☎624-2180　■バドミントン
対象　中学生以上　日程　９月
20日 (祝・月 )　会場　総合体
育館　参加費あり　申込方法　９
月６日㈪までに電話で　申込・問
合先　榑

くれ

林
ばやし

宅　☎627-2053　

初心者公式テニス教室
対象　どなたでも　日時　９月４
日～12月11日の毎週土曜日　
①午後５時～６時45分　②午後
７時～８時45分（各10回）　
会場　総合体育館　参加費　一般
…6,000円　高校生…5,000円
中学生…4,000円　持ち物　体
育館シューズ、ラケット　※ラケ
ットは貸出可。　申込方法　８月
28日㈯の午後７時～８時に直接
会場で　問合先　本

もと

橋
はし

宅（夜間）
☎629-2096　

児童養護施設ボランティア
対象　子どもの学習指導や話し相
手ができる大学生以上の人　内容
と時間　①小学校低学年の学習指
導補助（午後３時～５時）　②中
学生・高校生の学習指導補助（午
後７時～９時）　③小学生の就寝
介助と話し相手（午後７時30分
～９時30分）　定員　各３人（申
込順）　申込方法　電話で　会場・
申込・問合先　社会福祉法人春

しゅん

風
ぷう

寮
りょう

　☎624-7402

終戦当時お預かりした通
貨・証券などの返還
上陸地の税関または海運局に預
けた通貨・証券など　帰国前に
在外公館や日本人自治会などに預
けた通貨・証券などのうち、その
後日本に返還されたもの　※返還
請求や問い合わせは、家族の人で
も構いません。　問合先　清水税
関支署焼津出張所　☎628-3550

志太榛原地域の未来を探る会
対象　どなたでも　日時　９月２
日㈭　午後５時30分～７時　会
場　藤枝市民会館（藤枝市）　内
容　川勝平太静岡県知事による基
調講演、知事と県民との対話　問
合先　志太榛原経済フォーラム事
務局　☎646-5435

銃砲刀剣類登録審査会
日時　９月14日㈫、12月 14
日㈫、平成23年３月８日㈫　午
前９時30分～正午　会場　県静
岡総合庁舎本館７階第８会議室
（静岡市駿河区）　持ち物　登録す
る銃砲刀剣類・刀剣類発見届出済

証・身分証・登録申請書・手数料
（１件6,300円）　問合先　県教
育委員会文化財保護課文化財保護
班　☎221-3157

８月の刃物研ぎ
日程・会場　 ▽ 22日㈰…本郷公
会堂　 ▽ 29日㈰…旭町公会堂　
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（H22．６月受付分）　滝口
乾二・とし江…60,000円、大
富地区民生委員児童委員協議会…
34,800円、宇都木稔…20,000
円、ダクタリ動物病院…12,000
円、松田まさ…10,000円、市
民課募金箱…6,408円、匿名…
6,000円、士・匿名…5,000円、
寺岡はな…4,880円、S.S・中
島勲・増田亀夫・なんでも屋山口
山口武・安森…3,000円、矢部
栄之・見崎平八…2,000円、匿
名…1,682円　
■文化事業基金寄付金（H22.６
月受付分）　募金箱…8,918円

　まだ使える日常生活用品をゆず
ってくれる人、ゆずってほしい品
がある人は、バンクに登録し活用
してください。登録期間は３カ月、
譲渡は無料です。品物は譲渡成立
まで自宅で保管してください。譲
渡申し込みは、毎月15日８時
30分からです。
■ゆずります　皿セット、茶碗セ
ット、ステレオセット（レコード）、
ダイヤル式電話機、ファクス付電
話機、電子オルガン、バランスチ
ェア、ピアニカ　
■ゆずってください　ソファー
（幅157㌢以内）、火鉢、ベビー
カー、三輪車、豊田幼稚園または
焼津幼稚園の制服・体操着・その
ほか園で使用するもの、小川幼稚
園男子園服一式、エステ用椅子（リ
クライニング機能付）、洗濯機、
ミシン、ベビー用玩具、電子レン
ジ、ガスコンロ（プロパン用）、
タンス（高さ1.5㍍、幅２㍍以内）、
テレビ、ベビーベッド、剣道用具
一式　問合先　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
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