
■６～７か月児相談
◆焼津地区にお住まいの人
対 象　平成22年３月生まれの子
日程　１～10日生…19日㈫
　11～20日生…20日㈬
　21～31日生…21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３～４月生ま
れの子
日程　26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、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３月生まれの子
日程　１～10日生…７日㈭
　11～20日生…８日㈮
　21～31日生…13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３～４月生ま
　れの子
日程　１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10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㈮
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。

日 時　月～金曜日（祝日は除く）
　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（祝日は除く）
　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
18日㈪のみ実施。

持ち物　母子健康手帳、筆記用具

対象　平成20年10月生まれの子
◆焼津地区にお住まいの人
日程　１～15日生…５日㈫
　16～31日生…６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　12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
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　焼津地区にお住まいの生
　後３カ月～90カ月（７歳半）

　未満の子
日程　平成21年７月生…14
　日㈭　平成21年８月生…　
　15日㈮　平成21年９月生
　…19日㈫　平成21年 10
　月生…20日㈬　平成21年
　11月生…21日㈭　平成21
　年12月生…22日㈮　平成
　22年１月生…26日㈫　
※ 生まれ月は目安。対象年齢内
の未接種児も接種可。
受付時間　偶数日生まれ…午後
　１時15分～１時50分　奇
　数日生まれ…午後１時50分
　～２時30分
会場　保健センター

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（祝日は除く）　 ▽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（祝日は除く）
　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　20歳以上の女性
日 時　８日㈮…午前９時～11
時30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　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。

　健康保険証と受診券を忘れず
にお持ちください。
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。
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。

 ⑤と⑥の集団検診の予約を受

付中。
日程　11月１日㈪
受付時間　午前９時～９時30
　分、午後１時～１時30分
会場　保健センター
 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）で受診可（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
①は志太医師会検診センター
　で９月27日㈪から実施。
 ②～④と⑨の検診は、①の健
診と同時に実施。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
診できる項目があるので保
健センターへ連絡してくだ
さい。

④の採便棒の提出は、10月
　15日㈮まで大井川保健相談
　センターでも受け付け可。
日時　午前８時30分～午後３
　時（土日・祝日は除く）
 ⑥の検診を受ける人で40歳
未満の人は、乳房エコー検査
の受診可 （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
を選択可。50歳以上の希望
者はマンモグラフィ検査を
受診可（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
　９月27日㈪からの大井川地
区の特定健診と同時に実施。
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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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10 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

ポリオ予防接種

■材料（２人分） ■作り方 ■１人分の栄養値
エネルギー…86kcal
たんぱく質……1.6g
脂 質……………5.2g
カルシウム……12.3㎎
鉄………………0.3㎎
塩分……………0.7g

①  ナスは半分に切り、さらに1.5㎝幅のくし
型にし、水にさらす。
②ナスの水気をよくふき取り、小麦粉をまぶ
　す。
③ 揚げ油を熱し（180℃くらい）、ナスをサッ
と揚げる。
④すりおろしたニンニクに醤油を加え、つけ
　だれにする。

長ナス…１個、ニンニク…１かけ、
小麦粉…適宜、醤油…適宜、揚
げ油…適宜

　　　　　　
　

写　真
横 70㍉×縦 63㍉

（10）平成 22 年９月 15 日号

相談室
■外国人入管手続無料相談会　対象　どなたでも　日時　９月26日㈰　午後２時～４時　会場　和田公民館　内容　日本での滞在期限の延長や定住手続きなどについ
　ての行政書士による相談　申込不要　問合先　清水宅　☎629-0217
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観月会
対象　どなたでも（中学生以下は
保護者同伴）　日時　９月22日
㈬　午後６時30分～８時30分
（雨曇天中止。当日午後５時に実
施の有無を決定）　※観月会の実
施の有無に関わらず、当日の午後
７時30分からプラネタリウム
「月の世界」を投影します。平日
のため午後５時で一度閉館し、午
後６時30分に再開館します。　
会場　ときめき遊星館　定員　
200人（当日先着順）　問合先　
ディスカバリーパーク焼津　☎
625-0800
キッズプラネタリウム
秋の星空とお月さま
対象　どなたでも　日時　９月
18日㈯・19日㈰・20日 (祝・
月 )・23日 (祝・木 )　午前11
時～　会場　ときめき遊星館プラ
ネタリウム　参加費　16歳以上
…600円　４～15歳…200円
定員　各回165人(当日先着順）
問合先　ディスカバリーパーク焼
津　☎625-0800

藍画廊　
■秋

あき

山
やま

淳
じゅん

介
すけ

駿
するが

河藍
あい

染
ぞめ

の風呂敷展
期間　９月16日㈭～21日㈫　
■花

か

葉
よう

会
かい

水彩画展　期間　９月
23日 (祝・木 )～28日㈫　■
姉
きょ う だ い

妹弟趣味展　期間　９月30日
㈭～10月５日㈫　■久

く

保
ぼ

山
やま

和
かず

郎
お

遺作展「林
りん

叟
そう

禅
ぜん

院
いん

」　期間　10
月７日㈭～12日㈫　会場・問合
先　藍画廊(水曜休廊)　☎627
-0025

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
広場お知らせ」をご覧ください。
問合先　児童課　626-1137
おもちゃ図書館
日時　９月26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

紙芝居の演じ方講座
対象　どなたでも　日時　10月
17日㈰　午前10時～正午　会
場　焼津図書館２階研修室　講師
焼津図書館職員（司書）　持ち物
筆記用具　定員　30人（申込順）
申込方法　９月22日㈬の午前９
時以降に電話または直接窓口で
（月曜休館 )　申込・問合先　焼
津図書館　☎628-2334　

かたつむりパソコン講座
■Aコース　対象　初心者　日
時　10月２日～毎週土曜日　午
後１時30分～３時　■Bコー
ス　対象　文字入力ができる人　
日時　10月１日～毎週金曜日　
午後７時～８時30分　■Cコ
ース　対象　初心者　日時　10
月４日～毎週月曜日　午後１時～
２時30分　■Dコース　対象
文字入力ができる人　日時　10
月４日～毎週月曜日　午後３時～
４時30分　会場　A・Bコース
…和田公民館　C・Dコース…大
井川事務所　【共通】　参加費　１
回1,200円（テキスト料・パソ
コン使用料別途）　※詳しくは問
い合わせてください。　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
■はじめてのパソコン講座　対象
初心者　日時　▼土曜コース　
10月２日～12月18日の毎週
土曜日（全12回）　午後３時30
分～５時30分　▼日曜コース　
10月３日～12月19日の毎週
日曜日（全12回）　午前９時30
分～11時30分　■ステップア
ップ講座　対象　文字入力ができ
る人　日時　▼木曜コース　９月
30日～12月23日の毎週木曜
日（全12回、10月14日を除く）
午前９時30分～11時30分　
▼金曜コース　10月22日～平
成23年１月14日の毎週金曜日
（全12回、12月31日を除く）
午後１時～３時　【共通】　参加費
12,840円（テキスト料別途）　

定員　各20人　申込方法　各講
座初日の前日までに電話で　会
場・申込・問合先　サンライフ焼
津　☎627-3377

中国語講座
対象　どなたでも　日時　10月
５日～12月21日の毎週火曜日
（全10回、11月２日・23日を
除く）　午後７時30分～９時　
会場　大井川公民館　参加費　
6,000円（初めての人はテキス
ト代別途）　定員　３～５人（申
込順）　申込方法　10月４日㈪
までに電話で　申込・問合先　大
井川日中友好協会　荒

あら

砂
すな

宅　☎
622-4543　

ひきこもり学習会　
対象　若年者ひきこもりに悩む家
族　日時　11月６日㈯　午後１
時～４時　定員　40人（申込順）
申込方法　10月１日㈮～電話ま
たはファクスで　会場・申込・問
合先　静岡県男女共同参画センタ
ーあざれあ５階青少年交流スペー
ス「アンダンテ」　☎255-06
00

市民スポーツ祭
■卓球　対象　中学生団体　日程
10月２日㈯　会場　総合体育館
申込方法　９月26日㈰までに電
話で　申込・問合先　小

こ

長
なが

谷
や

宅　
☎623-7928　■ソフトテニス
対象　中学生　日程　10月２日
㈯　会場　漁船員テニスコート　
参加費　１人200円　申込方法
９月25日㈯までに電話で　申
込・問合先　松

まつ

浦
うら

宅　☎628-06
03　■少林寺拳法　対象　小学
生以上　日程　10月13日㈬　
会場　保健センター　申込方法　
９月30日㈭までに電話で　申
込・問合先　事務局　☎628-33
39　■バレーボール　対象　既
婚の女性・35歳以上の独身女性
日程　10月17日㈰　会場　焼
津体育館　参加費　１チーム
3,000円　申込方法　10月３日
㈰までに電話で　申込・問合先　
宮
みや

嶋
じま

宅　☎623-6938　■グラ
ウンドゴルフ　対象　市民　日程
10月16日㈯　会場　総合グラ
ウンド陸上競技場　参加費　
500円　申込方法　９月22日
㈬までに電話で　申込・問合先　
高
たか

橋
はし

宅　☎624-6007　■スポ
レック（スポンジテニス）　対象
①一般男子　②一般女子　③混成

A…男子・女子・子ども（年齢制
限なし）　④混成B…男子（50
～59歳）・女子（45～54歳）
⑤混成C…シニア・初級者（男
子60歳以上・女子55歳以上）
日時　10月17日㈰　受付は午
前９時～　会場　総合体育館　参
加費　１チーム1,200円（１人
600円）　申込方法　９月30日
㈭までに電話またはファクスで　
申込・問合先　甲

か

斐
い

宅　☎

662-0129　■サッカー　対象
一般（社会人）　日程　10月17
日㈰～12月　会場　総合グラウ
ンド陸上競技場ほか　参加費　１
チーム3,000円　申込方法　９
月20日（祝・月）までに電話で
申込・問合先　鈴

すず

木
き

宅　☎628-
7551　■相撲　対象　小学生男
女　日程　10月24日㈰　会場
市営相撲場　参加費　400円　
申込方法　９月28日㈫～10月
５日㈫に電話で　申込・問合先　
事務局　☎624-0008

初心者バドミントン教室
対象　市内在住・在勤の中学生以
上の初心者　日時　10月３日～
11月28日の毎週日曜日（全８
回、11月７日を除く）　午後７
時～８時45分　会場　総合体育
館　参加費　4,000円（保険料
含む）　持ち物　体育館シューズ、
ラケット　定員 30人（申込順）
申込方法　９月25日㈯までに電
話で　申込・問合先　岩

いわ

崎
さき

宅　☎
629-4768

第40回焼津市社会福祉大会
対象　どなたでも　日時　10月
１日㈮　午後２時～４時50分　
会場　総合福祉会館多目的ホール
問合先　焼津市社会福祉協議会　
☎621-2941

うみえ～る焼津朝市
日時　９月25日㈯　午前９時～
午後２時　会場　うみえ～る焼津
内容　アサリ、かつおめし、まぐ
ろ丼、深層水商品の特売（数量限
定）、かつおカーリングゲーム（１
回100円）　問合先　資源活用
課　☎626-1129

Ｊ
ジ ャ イ カ

ＩＣＡボランティア説明会
■青年海外協力隊/日系社会青年
ボランティア　日時　①10月２
日㈯　午後２時～　②10月29日
㈮　午後６時30分～　■シニア
海外ボランティア/日系社会シニ
ア・ボランティア　日時　10月２

日㈯　午前10時30分～　【共通】
会場　ペガサート７階大会議室（静
岡市葵区）　問合先　㈳青年海外協
力協会　☎052-459-7229

刃物研ぎ
日程・会場　▽９月19日㈰…小
川新町公会堂　▽９月26日㈰…
小川上公会堂　▽10月３日㈰…
小川東公会堂　▽10月10日㈰
…小川下川原公会堂　▽10月
17日㈰…石津防災センター　▽
10月24日㈰…石津浜公会堂　
▽10月31日㈰…左口公会堂　
受付時間　午前９時～午後1時
（雨天中止。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。
問合先　焼津市シルバー人材セン
ター　☎627-1150

H22.７月受付分（敬称略）　■
社会福祉活動資金寄附金）　甲賀
喜晴…200,000円、静岡銀行焼
津黒潮会…150,000円、匿名…
17,500円、宇津木稔…10,000
円、士・匿名…5,000円、増田
亀夫・S.S・匿名…3,000円、　
矢部栄之・見崎平八…2,000円、
三六会…1,846円、ラブナイト
…458円　■文化事業基金寄付
金　募金箱…3,228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日の午前８
時30分からです。
■ゆずります　冷蔵庫、長椅子、
ソファー、フィットネスシューズ
（24㎝）、洋服の生地
■ゆずってください　金魚屋外飼
育用タンク、ホットプレート、応
接セット、ゼンリン住宅地図（焼
津地区）、車椅子、焼津幼稚園園
服・体操着・そのほか園で使用す
るもの、黒石小学校男女冬用制服、
子ども用晴着（スーツタイプ）、
中学生用男子学生服、ベビーゲー
ト、ハイチェア、大人用自転車、
チャイルドシート、子ども用トレ
ーニングパンツ、ベビーカー、ソ
ファー、電動ミシン、クラシック
ギター、一輪車　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。
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TEL 054-620-0009
1-1-5

お詫び
と訂正

広報やいづ「９月１日号」２㌻に掲載した「市立総合病院の人間ドック 表②【人間ドックのそのほかのオプション検査】」中に誤りがありました。誤「※歯科検診」→正「歯科検診」、誤「※乳がん検診（マ
ンモグラフィ）」→正「乳がん検診（マンモグラフィ）」、誤「乳がん検診（視触診）」→正「※乳がん検診（視触診）」。訂正してお詫びします。　問合先　市立総合病院健康管理センター　☎623-3111㈹


