
■６～７か月児相談
対 象　焼津地区にお住まいの平
成22年４月生まれの子
日程　１～10日生…16日㈫
　11～20日生…17日㈬
　21～30日生…18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

対 象　焼津地区にお住まいの平
成21年４月生まれの子
日程　１～10日生…９日㈫
　11～20日生…10日㈬
　21～30日生…11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（希望者のみ・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11月生まれの子
日程　１～10日生…24日㈬
　11～20日生…25日㈭
　21～30日生…26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10～11月
生まれの子
日程　19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（保健センター
のみで実施）、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

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
８日㈪のみ実施。

持ち物　母子保健手帳、筆記用具

対象　平成20年11月生まれの子
◆焼津地区にお住まい人
日程　１～15日生…２日㈫
　16～30日生…４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　９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　生後３カ月～90カ月
（７歳半）未満の子
◆焼津地区にお住まいの人
日 程　平成22年２月生…２日
㈫　平成22年３月生…12
日㈮　平成22年４月生…
16日㈫　平成22年５月生
…17日㈬　平成22年６月
生…30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
◆大井川地区にお住まいの人
日程　18日㈭
受付時間　午後１時15分～２
　時30分
会場　大井川保健相談センター
【共通】
持ち物　母子健康手帳、予診票

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 時　 ▽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㈪　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　就学前の乳幼児と保護者
予 約受付　月～金曜日（祝休日
を除く）　午前８時30分～
午後５時15分　
会 場　保健センター、大井川保
健相談センター
内 容　子どもの気になる癖（神

経質・乱暴・チックなど）やし
つけの悩み、発達の心配など

対 象　20歳以上の女性
日 時　５日㈮…午前９時～11
時30分、９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
⑤ 子宮がん検診　20歳以上の
女性、ただし20歳代は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（受
診券を確認してください）
⑧ 胃がん検診　35歳以上（要
予約）　
※集団検診も実施。
※下記の日程を追加。
　10月27日㈬（会場は保健
　センター）
⑨ 結核健診・肺がん検診　40
歳以上
◆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）。

⑨は10月25日㈪で終了。
◆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11月13日㈯～19日㈮
まで（日曜を除く）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、11月
15日㈪～26日㈮まで大井
川保健相談センターでも受
け付け可。
受付時間　午前８時30分～午
　後３時（土日・祝日を除く）
 ⑥の検診を受ける人で40歳
未満の人は、乳房エコー検査
を受診可（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と同時
に実施。
受 診期間　11月13日㈯～19
日㈮（14日㈰を除く）
問 合先　介護福祉課　☎626-
　1219
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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

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11 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…293kcal
たんぱく質……13.5g
脂 質……………6.3g
カルシウム……94㎎
鉄………………２㎎
塩分……………2.7g

① 里芋は皮をむき茹でこぼす。ニンジンは１㎝の輪切
りにして茹でる。生椎茸は石づきを取り、半分に切る。
② 鶏ムネ肉は小豆粒大に刻み（挽肉でも可）、鍋に
入れ酒を加えてほぐし、火にかけ煮立ったらＡの
調味料と①の里芋、ニンジン、生椎茸を加えてひ
と煮立ちする。倍量の水で溶いた片栗粉を加えて
味をからめる。
③ 小松菜を４㎝の長さに切り、鍋で油を熱して炒め、
Ｂを加えてサッと炒める。
④器に③を敷き、②を上に盛る。

里芋…150ｇ、鶏ムネ肉…
100g、ニンジン…中1/2本、
生椎茸…２枚、酒…大さじ１、
片栗粉…小さじ１、小松菜…
80g、油…大さじ１
Ａ【みりん…大さじ１、醤油
…大さじ１.5、砂糖…大さじ
1/2、だし汁…1/2カップ】
Ｂ【酒…大さじ１、醤油…大
さじ1/2、コショウ…少々】

写　真
横 70㍉×縦 63㍉

180

心理相談専門の心理相
談員による
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平成22年度「宇宙の日」
小中学生絵画コンテスト作品展
対象　どなたでも　日時　平成
23年１月下旬まで　会場　とき
めき遊星館３階展示ロビー　問合
先　ディスカバリーパーク焼津　
☎625-0800

ギャラリースペースＫの展示
■前

まえ

田
だ

守
もり

一
かづ

木版画展　期間　～
10月20日㈬　■旅の水彩画展三
宅太郎　期間　11月３日 (祝・
水)～９日㈫　■役立つ年賀状展
期間　11月16日㈫～21日㈰、
11月30日㈫～12月５日㈰　■
ニットグループＦ展　期間　12
月14日㈫～19日㈰　会場・問
合先　スペースＫ　☎629-8703
特別展　摘

てき

水
すい

軒
けん

所蔵
絵で見る江戸の博物誌
日時　10月22日㈮～12月５
日㈰　午前９時30分～午後５時
30分（入館は午後５時まで、月
曜休館）　入館料　一般…800円
（前売り600円）　高校・大学生
…500円（前売り400円）　駿
府博物館友の会会員…400円　
中学生以下・障害者手帳提示者…
無料　※前売り販売は10月21
日㈭まで。　会場・問合先　駿
府博物館（静岡市葵区）　☎
252-0111
平成22年度　焼津さつき愛好会
秋期展示会　
日時　11月６日㈯・７日㈰　午前
９時～午後５時（最終日は午後４
時まで）　会場　ふれあいホール　
問合先　中

なか

野
の

宅　☎627-4559

サイエンス教室　「日光写真」
対象　どなたでも　日時　10月
24日㈰　午後１時30分～４時
会場　ときめき遊星館前広場（雨
天時は内容の変更あり）　問合先
ディスカバリーパーク焼津　☎
625-0800

マイホームセミナー
日時　10月23日㈯　午前９時
～正午　会場　焼津公民館３階会
議室　内容　住宅リフォームに関
する講演、固定資産税・焼津市協

調融資制度に関する案内など　定
員　30人（当日先着順）　問合
先　焼津地区労働者福祉協議会　
☎645-2811　

高齢者の権利を守るセミナ
ーと個別相談会　
日時　11月12日㈮　①午後１
時30分～３時　②午後３時～４
時　会場　大井川公民館　内容　
①セミナー「成年後見制度につい
て」　②司法書士などによる個別
相談会　申込方法　10月20日
㈬～11月５日㈮に電話で　申
込・問合先　焼津市北部地域包括
支援センター　☎626-3219

干支の押絵教室
対象　市民　日時　11月27日
㈯、12月４日㈯　午後１時30
分～３時30分（全２回）　参加費
1500円（材料費）　定員　15人
（申込多数の場合は抽選）　申込方
法　10月31日㈰までに電話で
会場・申込・問合先　焼津市福祉
老人センター　☎624-0678

パソコン教室
■インターネット活用術　日時　
11月２日～23日の毎週火曜日午
後１時～３時　■年賀状作成講座

▽火曜コース　日時　11月２日
～23日の毎週火曜日　午前９時
30分～11時30分　 ▽水曜コー
ス　日時　11月３日～24日の
毎週水曜日　午前９時30分～11
時30分　【共通】　参加費　各コ
ース（全４回）6,420円（テキス
ト代別途）　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

障害者(児 )２級ホームヘ
ルパー養成研修
対象　どなたでも　日程　11月
７日㈰～平成23年３月５日㈯（全
22回）　会場　大井川福祉センタ
ー　参加費　7,500円（テキスト
代）　定員　30人（申込多数の場
合は抽選）　申込方法　10月22
日㈮までに申請書と健康診断書の
写しを送付（詳しくは問い合わせ
てください）　申込・問合先　

426-0016　藤枝市郡1-3-27　
ＮＰＯ法人障害者生活支援センタ
ーおのころ島　☎641-7001

不登校・引きこもりサポー
ター養成講座
対象　18歳～30歳代までのな
るべく全日程に参加できる人　日
時　11 月 13 日 ㈯・27 日 ㈯、
12月４日㈯・18日㈯、平成23
年１月９日㈰　午後１時30分～
３時30分（全５回）　会場　焼
津文化会館第２練習室　定員　
20人（申込順）　申込方法　11
月２日㈫までに電話で　申込・問
合先　ＮＰＯ法人静岡家庭教育サ
ポート協会　☎631-6762　

自殺予防公開講演会
日時　10月31日㈰　午後２時
～４時30分　会場　県産業経済
会館３階大会議室（静岡市葵区）
内容　「関係性の再生と生命の再
発見―精神医学からみた自然治
癒力―」　講師　石

いし

川
かわ

憲
のり

彦
ひこ

さん
（林
はやし

試
こころ

の森クリニック院長）　定員
150人（申込順）　申込方法　電
話で　申込・問合先　静岡いのち
の電話事務局　☎272-4344（平
日の午後２時～６時）

第15回静岡アジア・太平
洋学術フォーラム
日時　12月４日㈯　午前９時30
分～午後４時45分、５日㈰　午前
10時～午後４時45分（全２回）
会場　グランシップ会議ホール「風」
（静岡市駿河区）　内容　アジア型企
業経営―新興国の経済成長の理由
を探る　申込方法　11月25日㈭
までに電話またはファクスで　申
込・問合先　静岡学術フォーラム事
務局（静岡総合研究機構内）　☎
249-1821　249-1820

第14回焼津市行財政改革
推進審議会傍聴者
　審議会の開催日と会場が変更に
なりました。
日時　11月４日㈭　午前９時　
会場　市役所本館６階603号室
内容　職員の定数・給与など　定
員　10人（定員を超えた場合は
その場で抽選）　申込方法　当日
の午前８時40分～８時55分の
間に直接会場へ　問合先　企画調
整課　☎626-9432
就職面接会
高校生Ｊ

ジ ョ ブ

ＯＢフェア
対象　平成23年３月に高校卒業
予定で就職を希望している生徒と
高校教諭（参加を希望する生徒は
事前に学校と相談してください）
日時　11月18日㈭　午後１時

30分～３時30分　会場　グラン
シップ大ホール「海」（静岡市駿河
区）　内容　県内への就職を希望し
ている生徒、就職指導担当教諭と
企業採用担当者との個別面談方式
による就職面接会　問合先　静岡
労働局職業安定課　☎271-9962

冬休み海外派遣
対象　小学３年生～高校３年生　
日程　12月25日㈯～平成23
年１月２日㈰　派遣先　オースト
ラリア、カンボジア、サイパン、
フィジー　内容　ホームステイ、
ボランティア、文化交流、学校体
験、地域見学、野外活動など　参
加費　22万 8,000 円～ 39万
8,000円　※対象、日程、派遣先、
内容、参加費は事業により異なり
ます。　定員　20人（申込順）
申込方法　資料を請求し、指定の
参加申込書に必要事項を記入して
11月８日㈪までに郵送（消印有
効）　申込・問合先　文部科学省
所管国際青少年研修協会　☎0
3-6459-4661　ＵＲＬ　http://
www.kskk.or.jp

フィリピン派遣
対象　大学生・青年社会人　日程
11月12日㈮～17日㈬　派遣
先　フィリピン・ルソン島のマニ
ラ、コレヒドール島、クラーク、
カリラヤ　内容　「戦争を知らな
い世代と次世代の若者が太平洋戦
争を学ぶ」をテーマに、ルソン島
北部や南部の戦跡を巡り、小学校
を訪問・交流　参加費　118,000
円　定員　25人（申込順）　申
込方法　募集要項を請求し申し込
む　申込・問合先　県青年海外研
修協会　☎623-0785

「新しい子どものうた」歌
詞募集
対象　幼稚園・保育園児、小学生、
中学生　募集内容　子どもが歌う
曲の歌詞（題材は自由。作品は未
発表に限る）　応募方法　郵送また
はメールで　郵送…400字詰原稿
用紙Ｂ４を縦書き使用（ワープロ
打ち可）　メール…メールのタイト
ルを「新しい子どものうた歌詞応
募」とし、テキスト形式で送付
（Ｗ

ワ ー ド

ord、一太郎などのアプリケー
ションは不可）　※募集要項が必要
な人は、住所・氏名を記入し80
円切手を貼付した返信用封筒を同
封し、郵送してください。　応募
期限　11月30日㈫必着　応募・
問合先　420-0911　静岡市葵
区瀬名1-27-60「静岡県童謡の会」

事務局　☎263-1588　 inne
rvalley@gmail.com

団体向け「歳末たすけあい
募金」助成金の申請受付
　年末から新年にかけて行われる
活動や事業の助成金の申請を受け
付けます。
対象　地域で福祉活動をする団体
申込期間　11月１日㈪～19日
㈮　（土日を除く）　午前８時30
分～午後５時　申込方法　所定の
申請書で　※申請書の取得方法な
ど詳しくは問い合わせてくださ
い。　申込・問合先　焼津市社会
福祉協議会　☎621-2941

11月の刃物研ぎ
日程・会場　 ▽７日㈰…下小田中
之島公会堂　 ▽ 14日㈰…田尻区
民公会堂　 ▽ 21日㈰…田尻浜北
浜公会堂　 ▽ 28㈰…すみれ台第
２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

Ｈ22.８月受付分（敬称略）
■社会福祉活動資金寄附金　勝岡
ビクター歌謡教室…93,823円、
ほほえみ夏祭り実行委員会…
64,570円、宇津木稔…10,000
円、士・匿名…5,000円、増田
亀夫・Ｓ.Ｓ・匿名２名…3,000
円、矢部栄之・見崎平八…2,000
円　■焼津市平和基金　「スタッ
フ・ベンダ・ビリリ」焼津公演実
行委員会…111,000円　■文化
事業基金　募金箱…8,103円、
ガールズ…13,688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　剣道用防具一式・
道着・袴（150㎝程度）、ポータ
ブルトイレ、電子オルガン、マッ
サージチェア
■ゆずってください　大洲幼稚園
園服・体操服、小川幼稚園女子園
服・体操服、中央幼稚園園服・鞄、
焼津西小学校女子制服（140㎝
程度）、子ども用英語教材、子ど
も用自転車　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。

せ ーナーコ知 らお
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