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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

■材料（２人分） ■作り方 ■１人分の栄養値
エネルギー…337kcal
たんぱく質……2.2g
脂質……………17.8g
カルシウム……62㎎
鉄………………0.8㎎
塩分………………0.4g

① サツマイモは蒸して皮をむき、小口切りにする。
リンゴと柿は皮をむき、いちょう切りにする。リ
ンゴは塩水にくぐらせておく。
② レーズンは熱湯につけ、やわらかくして湯を切
る。
③ マヨネーズにコンデンスミルクを加えてよく混
ぜ、サツマイモとレーズンを混ぜる。リンゴと
柿を加え、さっと混ぜ合わせる。

サツマイモ…150g
リンゴ…1/4個
柿…中1/2個
レーズン…少々
マヨネーズ…45g
コンデンスミルク…15g

写　真
横 70㍉×縦 63㍉
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■６～７か月児相談
◆焼津地区にお住まい人
対 象　平成22年６月生まれの
子
日程　１～10日生…18日㈫
　11～20日生…19日㈬
　21～30日生…20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人
対 象　平成21年６月生まれの
子
日程　１～10日生…12日㈬
　11～20日生…13日㈭
　21～30日生…14日㈮
会場　保健センター
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20年１月生まれの
子
日程　１～10日生…25日㈫
　11～20日生…26日㈬
　21～31日生…27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12月～平成
20年１月生まれの子
日程　21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（１～３日・
祝日を除く）　午前９時～
11時
会場　保健センター
持ち物　妊娠届出書
※ 大井川保健相談センターでは
毎週木曜日のみ実施。

対象　乳幼児とその保護者
日 時　月～金曜日（１～３日・
祝日を除く）　午前９時～
11時
会場　保健センター
持 ち物　母子健康手帳、筆記用
具
※ 大井川保健相談センターでは
17日㈪のみ実施。

対 象　平成21年１月生まれの
子
◆焼津地区にお住まい人
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　11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　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（１～３日・祝日を除く）

▽大井川保健相談センター
…４日㈫・17日㈪　午前９
時～11時、午後1時30分
～４時30分
持 ち物　健康手帳、血圧手帳（持
っている人）

■母子栄養相談
対象　妊産婦、乳幼児
日 時　毎週月曜日　午後１時～
３時（３日・祝日を除く）
会場　保健センター
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　どなたでも
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）…17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　就学前の乳幼児とその保
護者
予 約受付　月～金曜日（１～３
日・祝日を除く）　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
どを心理相談員が応じます

対 象　20歳以上の女性

日 時　８日㈯…午前９時～11
時30分、12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
※ 専門医師による診断後、翌月
の結果説明会で結果を配布。

　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
で焼津市国民健康保険・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）　
※ 集団追加検診は２月・３月に
実施予定。詳しくは「広報や
いづ１月15日号」でお知ら
せします。
◆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　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）。

◆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13日㈭・14日㈮に実施。

 ②～④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の採便棒の提出は次の期
間、大井川保健相談センター
でも受け付け可。
受 付日時　13日㈭～21日㈮
午前８時30分～午後３時
（土日を除く）

 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）。

 ⑥と⑧の個別検診は11月末
で終了しました。⑥の無料ク
ーポン券の対象者で未受診
の人は保健センターまで連
絡してください。

　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
実施場所　指定医療機関
◆大井川地区にお住まいの人
　特定健診と同時に実施
実施日程　13日㈭・14日㈮
問  合先　介護福祉課　
　☎626-1219

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

心理相談専門の心理相
談員による

子宮・乳がん検診は集団検
診も実施（要予約）
日 程　２月18日㈮・22
日㈫
集 合時間　午前の部…午前
９時　午後の部…午後
１時
会 場　保健センター
定 員　各部ともに70人

現代風のおせち料理として、
ぜひお試しください。

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 康

健康標語

帰ったら、手洗い・うがい、忘れずに

１

相談室
■ ■ 税理士会の無料税務相談（要予約）　日時　月・水・金曜日　午後１時30分～４時　予約受付日時　月～金曜日（祝日・年末年始を除く）　会場　産業会館２階　予
約・問合先　税理士会事務局　☎628-2250
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ディスカバリーパーク焼津
■初心者のための天文教室　冬の
星座探しに挑戦！　対象　中学生
以上　日時　１月10日㈷　午後
５時～７時30分　会場　ときめ
き遊星館　参加費　100円　定
員　10人（申込順）　申込方法
電話または窓口で　■冬の星座と
クリスマス　日時　12月23日
㈷～26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　参加費　大人
600円、子ども200円、３歳以
下無料　定員　各日165人（先
着順）　申込方法　来館し観覧券
を購入する　申込・問合先　ディ
スカバリーパーク焼津　☎625-
0800

絵手紙年賀状展
日時　１月８日㈯　正午～午後５
時、９日㈰　午前９時～午後５時、
10日㈷　午前９時～午後３時　
会場　小川第13コミュニティ防
災センター３階　問合先　小

お だ

田宅
☎624-8088

藍画廊の展示
■焼津市美術協会展　期間　12
月16日㈭～21日㈫　■干支ら
くがき展　期間　12月22日㈬
～30日㈭　■年賀状絵手紙展
「芽ぶきの会」  期間　１月４日㈫
～11㈫　■星

せいざんがま

山窯工房「曜
ようへんてん

変天
目
もく

」陶展　期間　１月13日㈭～
18日㈫　会場・問合先　藍画廊
☎627-0025

エコリオギャラリーの展示
■焼津市小中学生書き初め展　期
間　１月13日㈭～20日㈭　■
第63回静岡県書き初め焼津地区
展　期間　１月28日㈮～30㈰
会場・問合先 　ふれあいホール
☎626-2011

企業の社会貢献活動研究会
講演 「孤独死の現場から見
えるもの」
日時　１月15日㈯　午後１時
30分～３時30分　会場　総合
福祉会館３階多目的ホール　講師
吉
よしだたい ち

田太一さん（キーパーズ代表取

締役）　 問合先　焼津市社会福祉
協議会　☎621-2941

ディスカバリーパーク焼津
Ｘ’masフェスティバル
手や頭を使って、科学を楽しもう
日時　12月23日㈷　午後１時
30分～４時　会場　ときめき遊
星館　※一部有料ブースあり　問
合先　ディスカバリーパーク焼津
☎625-0800

パソコン教室
■初心者　 ▽土曜コース　日時　
１月８日～３月26日（全12回）
午後３時30分～５時30分　 ▽

日曜コース　日時　１月９日～３
月27日（全12回）午前９時
30分～11時30分　 ▽水曜コー
ス　日時　１月12日～３月30
日（全12回）午前９時30分～
11時30分　■ステップアップ
日時　１月21日～４月８日（毎
金曜・全12回）　午後１時～３
時　■初心者のＰ

パソコン

Ｃ活用　日時　
１月６日～３月24日（毎木曜・
全12回）午前９時30分～11
時30分　【共通】　参加費　１2,
840円（テキスト料別途）　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

初心者パソコン教室
■Aコース　対象　初心者　日
時　１月８日～　（毎週土曜）　午
後１時30分～３時　定員　20
人■Bコース　対象　文字入力
ができる人　日時　1月７日～　
（毎週金曜）午後７時～８時30
分定員　20人  【共通】　会場　
和田公民館　参加費　1回1,200
円（テキスト料・パソコン使用料
別途）　回数　全12回（祝日を
除く）　※申込方法など詳しくは、
問い合わせてください。　問合先
焼津市シルバー人材センター　☎
622-5852
日本語ボランティアセミナー
「外国人へ日本語を教える
ということ」を考える
日時　１月10日㈷　午前10時
～午後４時　会場　グランシップ
参加費　基調講演500円、分科

会500円　定員　基調講演250
人、分科会70人（ともに申込順）
　申込方法　1月８日㈯までに電
話かファクス、Eメールで　申込・
問合先　県国際交流協会 ☎
202-3411　 202-0932　 
info@sir.or.jp

第22回美術秀作展・
第23回市民写真公募展
■美術秀作展応募要領　対象　平
成21年12月～平成22年11
月に開催された県や中央レベルの
展覧会で入賞・入選した作品(書
道、油彩画、日本画、水彩画、版
画、写真、工芸、彫刻、造形、デ
ザインなど）　搬入日時　１月
29日㈯・30日㈰　午前９時～
午後５時　搬入会場　焼津文化会
館展示室　問合先　焼津文化会館
☎627-3111　■市民写真公募
展応募要領　対象　四季の焼津を
テーマにした作品　応募規定　カ
ラー・モノクロとも四つ切り単写
真応募期限　１月14日㈮　 ※
応募方法など詳しくは、問い合わ
せてください。　問合先　焼津文
化会館　☎627-3111　焼津サン
クラブ事務局　☎628-5498　
■作品展示　日時　２月５日㈯～
13日㈰　午前９時～午後５時（月
曜休館、最終日は午後３時まで）
会場・問合先　焼津文化会館　☎
627-3111
焼津小泉八雲記念館協働事業
劇団夢舞'92公演「＠y

や い づ

aidzu｣
スタッフ・出演者募集
応募条件　３月公演に向けて稽古
に参加・協力できる人　※申込方
法など詳しくは、問い合わせてく
ださい。問合先　劇団夢舞'92事
務局　☎620-3637

初日の出群舞参加者募集
日時　1月1日㈷　午前６時30
分～７時30分(６時10分集合、
雨天中止)　会場　ディスカバリ
ーパーク焼津前の浜（田尻浜）　
申込方法　名前、人数、住所、電
話番号を明記しはがきかファク
ス、Eメールで　申込・問合先　
 425-0053　すみれ台1-5-8
森宅　☎090-6077-1508　

624-0432　 toto-otyosim
on@msn.com

バウンドテニス初心者教室
日時　１月12日㈬～３月23日
㈬までの全６回(第２・第４火曜
日　午後７時～９時）　参加費　

１回300円(保険料含む)　※申
込条件など詳しくは、問い合わせ
てください。　問合先　八

や ぎ

木宅　
☎627-3984

焼津市長杯スポレック大会
日時　1月16日㈰　午前９時～
受付　会場　総合体育館　種目　
男子、女子、混成、初心者の各ダ
ブルス　参加費　１チーム2，
000円　申込期限　１月５日㈬　
※申込方法など詳しくは、問い合
わせてください。　問合先　甲

か い

斐
宅　☎662-0129

うちエコ診断
省エネ専門医がお宅を訪問し、そ
の家に合った省エネ処方箋を出し
ます。所要時間は１時間程度。　
診断無料  申込期限　１月31日
㈪  ※申込方法など詳しくは、問
い合わせてください。　問合先　
県地球温暖化防止活動推進センタ
ー　☎271-8806　uchi-eco
@sccca.net

公益信託しずぎんふるさと
環境保全基金の助成先募集
対象　①環境保全活動　②環境保
全活動を推進するための調査研究
③環境保全活動の普及・啓発　資
格　県内の営利を目的とする事業
活動を行わない法人・団体・個人
助成金　１団体(個人）当たり
50万円程度　申込期限　12月
30日㈭　※申込方法など詳しく
は、問い合わせてください。　問
合先　静岡銀行本店　☎261-31
31

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
「ぷちママルーム妊婦さん講座(
子育て支援センターさくら)」「リ
トミック講座(子育て支援センタ
ーワン・ツー・スリー )」など、
講座案内を市のホームページに掲
載しています。詳しくは「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

わな免許試験のお知らせ
日時　２月６日㈰　午前９時～　
会場　藤枝総合庁舎別館２階第１
会議室　内容　知識試験・適正試
験・技能試験　受験料　5,200円
申込期限　１月７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

筋ジストロフィー症児(者）
講演会・療育相談会
日時　１月23日㈰　午後１時～
４時45分（講演会　午後１時
10分～、個別相談会　午後３時
～）　会場　大井川公民館大会議
室　※個別相談は要申込。　申込
期限　12月28日㈫　※申込方
法など詳しくは、問い合わせてく
ださい。  問合先　県筋ジストロ
フィー協会　☎・0558-83-3
981　県こども家庭相談センター
☎286-9229　286-9185

富士山静岡空港団体利用モ
ニターキャンペーン実施中
富士山静岡空港を往復利用する
10人以上の団体に、１人当たり
３千円を補助します。　対象　年
末年始を除く12月～２月までに
出発する旅行（申込順1,000人） 
※申込方法など詳しくは、ホーム
ページ（http://www.fs-airport.com/
business/monitor.html）をご覧い
ただくか、問い合わせてください。
問合先　富士山静岡空港利用促進
協議会　☎252-8161　

Ｈ22.10月受付分（敬称略）
■社会福祉活動資金寄附金　焼津
市ゴルフ連盟、焼津市吟剣詩舞道
連盟、公明党やきつべグループ、
あずま流銭太鼓一同、小川地区民
生委員児童員協議会、焼津第１地
区民生委員児童委員協議会、総合
福祉会館募金箱、宇都木稔、グラ
ウンドゴルフを楽しむ夫婦、丸玉
園秋祭りチャリティーバザー、士、
西川光夫、増田亀夫、矢部栄之、
ももちゃん農園、中村商店、匿名
３人　■第29回ふれあい広場
（10月17日開催）寄付金　焼
津市民生委員児童委員協議会ほか
参加35団体…1,152,471円

■ゆずります　子ども用自転車
（12㌅）、物干し竿、物干し台、食
器洗い乾燥機　■ゆずってくださ
い　子ども用自転車（18～22㌅）、
テレビ台、小川幼稚園男子園服一
式、家庭用物置、大富小男子制服、
西町幼稚園園服と用具、ベビーカ
ー、チャイルドシート、ストップ
ウオッチ、琴、シーリングライト（蛍
光灯）、プラレール、工事用手押し
車、テレビアンテナ（UHF）、犬
用ケージ、バウンサー　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

（７） 平成 22年 12 月 15 日号

善意をありがとう

きく

みる

そのほか

募集

不用品活用バンク

まなぶ

広報やいづ「12月１日号」中の表記に誤りがありました。４㌻「こんな時どうする？災害編」誤「自病」→正「持病」　問合先　市立総合病院管理課　☎
623-3111９㌻「休日当番医」誤「赤堀歯科医院（吉永）☆」→正「赤堀歯科医院（吉永）」　問合先　焼津市歯科医師会　☎629-3338　訂正してお詫びします。

お詫び
と訂正
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