
食育講演会
日時　1月29日㈯　午前10時
～正午　会場　焼津公民館　演題
大人が気づいたら子どもたちがこ
んなに変わった　講師　大

おおつかみつぐ

塚貢さ
ん（前上田市教育長、教育・食育
アドバイザー）　※要入場券。詳
しくは問い合わせてください。
問合先　食育＆ヨガスクールＰ

プ

Ｒ
ラ

ＡＮ
ナ

Ａ　岩
いわもと

本宅　☎080-511
9-0904

ディスカバリーパーク焼津
天体観測体験講座発表会
中学生がディスカバリーパーク焼
津の天文台で行った天体観測の成
果を発表します。　日時　1月
29日㈯　午後７時～８時30分
会場　ときめき遊星館　参加校　
豊田中学校、藤枝明誠中学校　講
師　川

かわごえしおう

越至桜さん（東京大学生産
技術研究所）　定員　165人（当
日先着順）　問合先　ディスカバ
リーパーク焼津　☎625-0800

認知症家族の支援事業
対象　認知症の人を介護している
家族　日時　２月16日㈬　午後
１時～３時30分　会場　総合福
祉会館　内容　講演「認知症につ
いて学ぶ」と日ごろの悩みや疑問
を語り合う介護者交流会　講師　
石
いしだ

田友
ともこ

子さん（グループホーム長）
定員　30人（申込順）　申込方
法　２月10日㈭までに電話で　
申込・問合先　介護福祉課　☎
626-1117

パソコン教室
■文書作成（W

ワ ー ド

ord）初心者入門
日時　２月５日以降の毎週土曜　
午前９時30分～11時30分　
■文書作成（Word）基礎　日時
①２月２日以降の毎週水曜　②２
月５日以降の毎週土曜　①②とも
午後６時30分～８時30分　■
文書作成（Word）応用　日時　
２月３日以降の毎週木曜　午後６
時30分～８時30分　■表計算
（E

エ ク セ ル

xcel）基礎　日時　２月１日
以降の毎週火曜　午後３時30分
～５時30分　■表計算（Excel

）応用　日時　２月４日以降の毎
週金曜　午後３時30分～５時
30分　■初めてのP

パソコン

C　日時　
２月１日以降の毎週火曜　午前９
時30分～11時30分　■PC
入門　日時　２月６日以降の毎週
日曜　午後１時～３時　■初心者
向けインターネット活用術　日時
２月１日以降の毎週火曜　午後１
時～３時　■デジカメ講座　日時
２月５日以降の毎週土曜　午後１
時～３時　■PCこれから始め
る人　日時　２月４日以降の毎週
金曜　午前９時30分～11時
30分　【共通】　受講料　チケッ
ト４枚綴りで8,560円（テキス
ト別途）　定員　各20人　※申
込方法など、詳しくは問い合わせ
てください。　会場・問合先　サ
ンライフ焼津　☎627-3377

災害時ボランティアコーデ
ィネーター養成講座
被災者の視点に立ち、発災時に即
戦力となる人材を養成する講座で
す。　対象　災害ボランティアな
どに興味があり、全日程に参加可
能な人　日時　２月19日㈯・
26日㈯　午前９時～午後４時　
会場　19日…総合福祉会館　26
日…大井川福祉センター　参加費
500円　定員　30人　問合先　
焼津市社会福祉協議会　☎621-
2941　
家族介護者の交流事業
電子レンジの簡単料理教室
対象　高齢者を介護する家族　日
時　２月３日㈭　午前10時～午
後１時　会場　大井川公民館　講
師　米

よねしま

嶋トシ子（管理栄養士）さ
ん　参加費　300円（材料費）　
定員 20人（申込順）　申込方法
電話で　申込・問合先　大井川地
域包括支援センター　☎664-27
00

ファミリー・サポート・セン
ターの提供会員養成講座
子育て家庭の子どもの世話をして
くれる会員を養成する講座です。
対象　育児から手の離れた人、子
育ての手助けをしたい人（保育士、
幼稚園教諭、看護師など資格を持
つ人は受講免除の科目あり）　日
時　２月14日㈪・15日㈫・17

日㈭・21日㈪・22日㈫・25日
㈮　午前９時～正午　会場　総合
福祉会館ほか　定員　25人　※
内容など、詳しくは問い合わせて
ください。　問合先　ファミリー・
サポート・センター事務局　☎6
20-3339

スポレック交流大会
日時　２月20日㈰　午前９時～
会場　総合体育館　種目　すべて
ダブルス戦①男子②女子③混成Ａ
（一般）④混成Ｂ（男子51～59
歳・女子46～54歳）⑤混成Ｃ
（男子60歳以上・女子55歳以上・
初級者）　参加費　１チーム
2,000円　申込期限　２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　☎090-9838-5750

市民スポーツ祭
■卓球　対象　小・中学生、一般
日時　２月11日㈷　会場　総合
体育館　参加費　小・中学生…
400円、一般…700円　申込期
限　１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　小

こ な が や

長谷宅　☎62
3-7928

ソフトバレーボールフェスタ
日時　２月13日㈰　午前８時
30分　会場　総合体育館　種目
①メンズＡ（40歳未満の男性４
人）②メンズＢ（40歳以上の男
性４人）③レディースＡ（40歳
未満の女性４人）④レディースＢ
（40歳以上の女性４人）⑤混成
Ａ（45歳未満の男女各２人）⑥
混成Ｂ（45歳以上の男女各２人）
※年齢は大会当日。混成Ａ・Ｂと
も女性３人でも可。　参加費　１
チーム3,000円　申込方法　１
月23日㈰までに郵送で　申込・
問合先　 425-0031　小川新
町1-4-26　遠

とおせ

勢宅　☎627-43
76

初心者硬式テニス教室
日時　１月29日㈯以降の土曜ま
たは日曜（全８回）　①午後５時
～６時45分　②午後７時～８時
45分（全８回）　会場　総合体
育館　参加費　大人…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（貸しラケット有
り）　申込方法　1月23日㈰の
午後７時～８時に総合体育館会議
室で　問合先　本

もとはし

橋宅　☎629-

2096（夜間のみ）

駿園学園職員
職種　共同生活介護事業所世話人
対象　昭和26年４月２日以降の
生まれで心身ともに健康で夜間勤
務ができる普通自動車運転免許保
持者　募集人員　10人　申込期
間　１月17日㈪～３月11日㈮
※業務内容など、詳しくは問い合
わせてください。　問合先　駿園
学園管理組合　☎0547-46-43
76

写真展作品
テーマ　私のベストショット　規
格　四ツ切、ワイド四ツ切サイズ
（デジタルの場合はＡ４も可）　応
募期限　２月14日㈪　展示期間
２月17日㈭～３月２日㈬　※応
募方法など、詳しくは問い合わせ
てください。　展示会場・問合先
総合福祉会館　☎627-2111

初級気功教室
日時　２月２日～23日の毎週水
曜（全4回）　午後７時～８時
30分　会場　総合福祉会館　参
加費　2,000 円　定員　20人
（申込順）　申込方法　１月19日
㈬以降の平日午前８時30分～午
後５時15分に電話で　申込・問
合先　焼津市日中友好協会事務局
（市民共生課内）　☎626-1178

焼津みなとまつり出店者
4月10日㈰に焼津港内港で開催
される第57回焼津みなとまつり
へ出店する事業所を募集します。
応募条件　市内に本社・営業所・
工場などがある事業所　出店料　
１小間12,000円　申込期限　
1月28日㈮必着　※申込方法や
市外の人で出店を希望する場合な
ど、詳しくは問い合わせてくださ
い。応募者多数の場合は抽選とし
ます。問合先　焼津みなとまつり
実行委員会　☎628-6251

県勤労者総合美術展作品
募集作品　絵画（油絵・水彩画・
版画・日本画・水墨画）、書、写真、
手工芸など　応募資格　県内の勤
労者　応募期間　２月28日㈪～
３月18日㈮　※応募方法など、
詳しくは問い合わせてください。
問合先　県労働者福祉協議会　☎
221-6241

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
「豆まき」（子育て支援センターみ
なみ）「親子ヨガ」（つどいの広場）

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

Ｈ22．11月受付分（敬称略）
■社会福祉活動資金寄附金　小林
宏旨、新舞踊鳳流、スンエン花き
園芸㈱、㈱東商ひまわり会、和田
地区民生委員児童委員協議会、東
益津公民館つるし飾り講座生一
同、㈱丸一家具センター、焼津第
２地区民生委員児童委員協議会、
銭太鼓藤美会　加藤美智子、㈱東
商、宇都木稔、辻政義、市野酒店
お客様一同、福吉丸ＯＢ会、士、
㈱天神屋、焼津市消費者連絡会、
東益津公民館レザークラフトゆう
一同、増田亀夫、矢部栄之、東益
津公民館フラワーアレンジメント
講座、ＫＧ、見崎平八、匿名４人
■第29回ふれあい広場（10月
17日開催）寄附金　大井川睦園、
焼津福祉会　■奄美地方大雨災害
義援金　募金箱…822円　■文
化事業基金寄附金　募金箱…
2,976円
Ｈ22．12月受付分（敬称略）
■ほほえみ基金寄附金　焼津市竹
工芸教室

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。品物は譲渡成立まで
自宅で保管してください。申し込
みは１月17日㈪の午前８時30
分からです。　■ゆずります　三
輪車、ＴＶアンテナ（UHF）、子
ども用自転車（男子20㌅）、ガス
コンロ（LPガス）、アームスタン
ドライト、衣桁、大井川高校男子
制服（175㎝ )、子ども用スキー
板（78㎝）、ブーツ（15㎝ )■
ゆずってください　学生服（170
㎝）、ゼンリン住宅地図（焼津市）、
ソファ、ベビーカ―（バギータイ
プ）、ロックミシン、豊田幼稚園
園服と用具、子ども用晴れ着（男
子100㎝程度）、着付け用人台、
押し切り、子ども用空手道着、折
りたたみ車いす、おぶいひも、子
ども用自転車（12・16㌅）　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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ファミリー
マート

相談室
■認知症に関する電話相談　対象　どなたでも　日時　１月15日㈯・22日㈯・29日㈯、２月５日㈯・12日㈯　午前10時～午後２時　問合先　総合福祉会館　電  
　話ボランティア室　☎629-0900

❼ ２011-01-15広報やいづ

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

183
■材料（２人分） ■作り方 ■１人分の栄養値

エネルギー…176kcal
たんぱく質……14.8g
脂 質……………7.2g
カルシウム……49㎎
鉄………………1.6㎎
塩 分……………2.3g

①  サバは2cm幅のそぎ切りにし、塩を振って10
分置き、出てきた水気を拭き取り、グリルで両
面焼く。
② 長ネギは6～7cmの長さに切り、縦4～6等
分に切る。モヤシはひげ根を取る。えのきだけ
は根元を切り落とし、ほぐしておく。ニラは５
cm位に切る。ニンジンは5㎜の厚さの半月に
切る。①とともに器に盛り合わせておく。
③ 鍋に水と昆布を入れ、煮立ったら、Aで味をつ
け、②を入れて煮る。

サバ1切れ…100ｇ、塩…小
さじ 1/4、長ネギ…1/2本、
モヤシ…1/2袋、えのきだけ
…1/2袋、ニラ…1/2束、ニ
ンジン…５㎝、水…２カップ、
昆布…３㎝角１枚
Ａ[酒…大さじ１と1/2、醤
油…大さじ１、みりん…大さ
じ1/2]

広報やいづ ２011-01-15 ❻

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

寒い時でも適度な運動を行いましょう

適度な運動で健康維持

■３歳児健康診査
◆焼津地区にお住まいの人
対 象　平成20年２月生まれの
子
日程　１～10日生…23日㈬
　11～20日生…24日㈭
　21～29日生…25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

日 時　月～金曜日（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（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
14日㈪のみ実施。

対 象　平成21年２月生まれの
子
◆焼津地区にお住まいの人
日程　１～15日生…２日㈬
　16～28日生…３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　１日㈫
受 付時間　午前９時15分～９

■６～７か月児相談
◆焼津地区にお住まいの人
対 象　平成22年７月生まれの
子
日程　１～10日生…15日㈫
　11～20日生…16日㈬
　21～31日生…17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７～８月生ま
れの子
日程　22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７月生まれの
子
日程　１～10日生…８日㈫
　11～20日生…９日㈬
　21～31日生…10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７～８月生ま
れの子
日程　４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

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

２
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（祝日を除く） ▽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
日 時　毎週月曜日　午後１時～
３時（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）…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　４日㈮…午前９時～11
時30分、８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
します。
※ 今年度の検診は、２月で終了
となります。

　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）　
※ 集団検診も実施（詳しくは４
㌻「胃がん集団検診追加日
程」参照）。
◆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、今年度終了しましたが、
まだ受診していない人で希
望する人は連絡してくださ
い。

 ②～④は、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。

 ⑥と⑧の個別検診は、昨年
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
受 診場所　志太医師会検診セン
ター（☎645-1678）
受 診期限　２月15日㈫
※ 日程を確認したうえで必ず予
約をして受診してください
（土日・祝日を除く）。
問  合先　介護福祉課　
　☎626-1219

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（定
員になり次第締め切り）
※今年度最後の実施です。

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


