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❼ ２011-04-15広報やいづ

３月に全戸配布した「ごみ分別計画表」裏面の一般廃棄物（ごみ）収集運搬許可業者一覧の記載に誤りがありました。誤「㈱故紙センタートヨタ　焼津市小土982-15
☎629-4660」　→　正「㈱故紙センタートヨタ　焼津市浜当目970　☎645-9566」。　訂正してお詫びします。　問合先　廃棄物対策課　626-1130

お詫び
と訂正

ディスカバリーパーク焼津
ＧＷスケジュール   　　　
期間　４月29日㈷～５月８日㈰
（５月２日㈪は休館）　キッズタ
イム「Y

ヤ ッ ポ ー

appooo！」  午前11
時～（約30分）　プラネタリ
ウム「夜空を見上げて！」　正午
～・午後３時～（約45分）　

プラネタリウム「土星を見よう！」
　午後１時～・５時30分～（約
45分）  CGドームシアター
「A

ア ス ト ロ ノ ー ト

STRONAUT宇宙飛行士に
なる！」　午後２時～・４時～（約
45分） 　観覧料　大人600円、
子ども200円　定員　各回165
人（先着順）　■ 2012金環日食
プレイベント「日食写真展」　日
時　４月16日㈯～７月10日㈰
観覧無料　【共通】　会場　ときめ
き遊星館　問合先　ディスカバリ
ーパーク焼津　☎625-0800

図書館むかしばなしの部屋
日時　５月１日㈰　午後３時～
内容　「赤ずきん（グリム）」「ふ
けの川のせんたくぎつね（焼津）」
ほか　会場・問合先　焼津図書館
☎628-2334

講座「小泉八雲　人と作品」
日時　５月14日㈯　午後２時～
内容　ピアノ演奏と朗読を交えて
の講座　講師…松

まつ

沢
ざわ

茂
しげる

さん（静清
高校教頭）、朗読…桑

くわ

畑
ばた

のり子さ
ん、ピアノ…増

ます

田
だ

里
り

恵
え

さん　定員
30人（申込順）　申込方法　４
月19日㈫から窓口または電話で
会場・問合先　焼津小泉八雲記念
館　☎620-0022

マイホームセミナー
日時　４月23日㈯　午前９時
30分～　会場　焼津公民館　定
員　30人（先着順）　問合先　
商工課　☎626-2155　焼津地区
労働者福祉協議会　☎645-2811

初心者対象パソコン講座
▽Aコース（はじめての人）　日
時　４月25日～毎週月曜（全
12回）　午後１時～２時30分　

▽Bコース（文字入力のできる
人）　日時　４月25日～毎週月
曜（全12回）　午後３時～４時
30分　【共通】　会場　シルバー
人材センター大井川事務所　受講
料　１回1,200円（教材・パソ
コン使用料別途）　定員　各10
人　申込方法　電話で　申込・問
合先　シルバー人材センター大井
川事務所　☎622-5852

サンライフパソコン教室
■初めてのＰ

パソコン

Ｃ　日時　５月３日
～毎週火曜　午前９時30分～　
■Ｐ

パソコン

Ｃ入門　日時　５月１日～毎
週日曜　午後１時～　■初心者の
ためのインターネット活用術　日
時　５月３日～毎週火曜　午後１
時～　■デジカメ講座　日時　５
月７日～毎週土曜　午後１時～　
■Ｐ

パソコン

Ｃこれから始める人　日時　
５月６日～毎週金曜　午前９時
30分～　■自主講座　▽日曜コ
ース　日時　５月１日～　午後３
時30分～　▽木曜コース　日時
５月12日～　午後１時～　　
【共通】　学習時間　１回２時間　
受講料　チケット４枚綴りで
8,560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

かるがも自然学級　
米やもち米、野菜作りなどの農作
業体験を通じて、食を学びません
か。　対象　３～７歳の子どもと
親　期間　４月～平成24年３月
の土または日曜（年間８～10日
程度）　会場　宗高地区　参加費
3,210円　定員　５組程度　申
込方法　５月２日㈪までに電話で
申込・問合先　シルバー人材セン
ター大井川事務所　☎622-5852

東益津公民館マイライス
１年を通して米作りを体験しませ
んか。　期間　５月～平成24年
２月の土曜（全８回）　会場　東
益津公民館ほか　参加費　
2,000円　持ち物　タオルほか
定員　家族30組（５歳以上）　
申込方法　参加費を添え窓口  申
込・問合先　東益津公民館  ☎
628-2607

消費税対応型記帳講習会
開業した人や自営業者などに記帳
のサポートをします。　日時　５
月９日～６月27日までの毎週月
曜　午後１時～・７時～　参加費
6,000円（資料代）　申込方法　
電話で　会場・申込・問合先　焼
津中小企業経営センター　☎
626-5222

トランポウオーク体験会
バネの力で膝腰への衝撃を減らし
安全に心肺機能や筋力アップ、姿
勢改善が期待できます。　日時　
５月11日㈬　午後７時～７時
50分　参加費　700円　持ち物
シューズ　定員　12人　※申込
方法など、詳しくは問い合わせて
ください。　問合先　サンライフ
焼津　☎627-3377

焼津市ジュニアリーダース
クラブ
対象　中学・高校生（同年代青少
年を含む）　日時　毎月第２土曜
午後１時30分～　会場　焼津公
民館　※申込方法など、詳しくは
問い合わせてください。　問合先
社会教育課　☎662-0511　焼
津市子ども会連合会事務局　☎
627-7509　　　　　　　　　

フラダンス
期間　４月～平成24年３月　①
毎月第３日曜　午後１時30分～
３時　②毎月第１木曜　午後７時
～８時30分　【共通】　会場　港
公民館　参加費　１回500円　
定員　①②各20人　※申込方法
など、詳しくは問い合わせてくだ
さい。　問合先　焼津国際交流黒
潮　池

いけ

田
だ

宅　☎628-7864（夜間）

わんぱく相撲焼津場所
対象　市内ほか近隣の小学１年～
６年生　日時　５月８日㈰　午前
８時～　会場　県武道館（藤枝市）
定員　80～100人　※申込方
法など、詳しくは問い合わせてく
ださい。　問合先　わんぱく相撲
焼津場所実行委員会　☎628-15
18（火・土・日・祝日を除く午前
９時～午後４時）

初心者硬式テニス教室
日時　４月23日㈯以降の土曜ま
たは日曜（全10回）　①午後５
時～６時45分　②午後７時～８
時45分　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　４月17日㈰の午後７時～８
時に電話で　申込・問合先　焼津
市テニス協会　本

もとはし

橋宅　☎624-
5500

駿園学園臨時職員
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、普通自動車運転免許所
有者　募集人員　５人　申込期限
５月６日㈮　※業務内容や申込方
法など、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　☎0547-46-4376

県立藤枝特別支援学校
小学部のわんぱく教室
就学前療育と相談を行います。　
対象　本校へ就学を検討している
５歳児（４月１日現在）　日程　
第１回　A：６月17日㈮、B：
７月１日㈮　第２回　A：８月４
日㈭、B：８月５日㈮　第３回　
A：11月18日㈮、B：12月２
日㈮（A・Bグル―プ別で実施）
会場　県立藤枝特別支援学校　申
込期限　５月20日㈮　※申込方
法など、詳しくは問い合わせてくだ
さい。　問合先　県立藤枝特別支
援学校地域連携課　☎636-1892
県立藤枝特別支援学校
中学部の親子体験入学
■保護者説明会　実施日　５月
30日㈪　 ■親子体験入学　実施
日　10月５日㈬・６日㈭のどち
らか　申込期限　５月13日㈮　
※申込方法など、詳しくは問い合わ
せてください。　問合先　県立藤枝
特別支援学校中学部　☎636-1893

検定試験（４月～７月分）
■日商検定　簿記１～４級　試
験日　６月12日㈰　申込期間　
４月20日㈬～５月13日㈮　

珠算１～６級　試験日　６月26
日㈰　申込期間　４月18日㈪～
５月13日㈮　販売士３級　試
験日　７月９日㈯　申込期間　５
月23日㈪～６月16日㈭　■東
商検定　ビジネス実務法務２～
３級　試験日　７月３日㈰　申込
期間　４月19日㈫～５月20日
㈮　福祉住環境コーディネータ
ー２～３級　試験日　７月10日
㈰　申込期間　４月26日㈫～５
月27日㈮　環境社会（e

エ コ

co
検定）　試験日　７月24日㈰　
申込期間　５月10日㈫～６月

10日㈮　 【共通】　※受験料や申
込方法など、詳しくは問い合わせ
てください。　問合先　焼津商工
会議所　☎628-6251

H23.２月受付分（敬称略）
■社会福祉活動資金寄附金　横山
哲郎、横山福寿、宇都木稔、お茶
の丸玉園、㈱キノシタとんかつ勝
富焼津インター店、西川光夫、士、
丸玉園春桜まつり増田雅江ほか５
人、増田亀夫、小藪よし、大富公
民館中高年パソコン講座受講生、
矢部栄之、見崎平八、KG、匿名
３人　■文化事業基金寄附金　募
金箱…564円　※「東北地方太
平洋沖地震」義援金については、
８ページをご覧ください。

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
みは毎月15日の午前８時30分
からです。　■ゆずります　島田
商業高校女子制服（Lサイズ）、
パイプ組立式２段ベッド（マット
付）、自転車用ダイナモライト、
衣類乾燥機、食器棚、鏡台、ロッ
カータンス（鏡付）、東益津中学
校女子夏冬制服、スキーウェア
（140㌢）・手袋・ブーツ、チャ
イルドシート、オイルヒーター、
茶箱　■ゆずってください　琴、
子ども用英会話教材、DVDレコ
ーダー（地デジ対応）、子ども用
自転車、自転車（24㌅ )、静清
高校制服（175㌢以上）、三輪車、
おもちゃ（２才児用)、登山用テ
ント（１人用 )、ロックミシン、
キーボード（楽器）、卓球台、焼
津幼稚園・豊田幼稚園女児制服、
小学生入学式用スーツ（120㌢ )、
２人用ベビーカー、小川幼稚園男
児制服（120㎝）･その他学用品、
ガスコンロ（都市ガス用）、石油
ストーブ、ミシン、パーフェクト
キーマスター２タイピングソフ
ト、洗濯機、ジュニアシート、チ
ャイルドシート（新生児用）、書
道教科書（高校）、黒石小男子制服、
ベビーカー、焼津中央高校・大井
川高校女子制服、じゅうたん（８
畳）　問合先　生活安全課　☎　
626-1131

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

●  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

協力／焼津市健康づくり食生活推進協議会　　問合先／健康増進課　☎ 627-4111

186
■材料（２人分） ■ 作り方　①タケノコとハム、アス

パラガスは一口大に、タマネギは
縦八つ割のくし型に切る。ジャガ
イモは薄切りにし、サッとゆでる。
② サラダ油でタケノコ、タマネギ、ジャ
ガイモ、アスパラガスの順に軽く
炒め、塩・コショウを少々加える。
③ みそとマヨネーズをボウルでよく混
ぜ、溶いた卵を少しずつ加えなが
ら、さらに混ぜ合わせる。
④ ③にハムと②を加えて混ぜ、薄く

ゆでタケノコ…100g、ロース
ハム薄切り…50g、アスパラ
ガス…２本、タマネギ…大
1/4個、ジャガイモ…100g、
サラダ油…小さじ1/2、塩・
コショウ…少々、みそ…大さ
じ1、マヨネーズ…大さじ５、
卵…2個、バター…小さじ1

広報やいづ ２011-04-15 ❻

■１人分の栄養値

バターを塗ったグラタン皿に入
れ、230℃のオーブンで25～
30分焼く。中までしっかり固ま
り表面に焼き色が付いたらでき
上がりの目安（焼き時間や温度
についてはオーブンによって多少
の違いがあります）。

エネルギー…470kcal、たんぱく
質…16.4g、脂質35.6g、カルシウ
ム67㎎、鉄2.3㎎、塩分2.5g

　対象　20歳以上の女性
③胃がん検診受診券
　対象　35歳以上
※集団検診日程は５㌻を参照。
④成人歯科健診受診券　
　対 象　40・45・50・55・60・
65・70歳の人

◆大井川地区にお住まいの人
⑤ 特定健診等受診券（そら色）
　対 象　40歳以上の、焼津市
国保・後期高齢者医療加入
者または生活保護を受け
ている人

　健  ( 検 )診内容　特定健診、
上乗せ健診、はつらつシ
ニア健診、肝炎・前立腺
がん（50歳以上）・大腸
がん・結核・肺がん検診

⑥がん検診等受診券（ピンク色）
　対 象　40歳以上の社会保険加
入者

　健  (検 )診内容　上乗せ健診、
はつらつシニア健診、肝
炎・前立腺がん（50歳以
上）・大腸がん・結核・肺
がん検診

⑦ 子宮がん・乳がん・骨粗しょ
う症検診の受診券
　対象　20歳以上の女性
⑧ 胃がん検診（個別・集団）受
診券　
　対象　35歳以上
⑨成人歯科健診受診券
　対 象　40・45・50・55・60・
65・70歳の人

【共通】
受 診券発送時期　①・②・⑤～
⑦…４月下旬～５月中　③・
④・⑧・⑨…４月中旬
注 意事項　①と⑥について、
社会保険加入者（被扶養者を
含む）は市の特定健診を受診
できません。勤務先の健診担
当者や保険者（保険証の発行
者）に問い合わせてくださ
い。特定健診と同時受診の場
合、がん検診と上乗せ健診は
受診できます。

 ②と⑦について、今年度から
受診券（はがき）が新しくな
ります。無料クーポン券対象
者には、無料クーポン券を５
月下旬に別途送付します。

 ⑧の個別検診申込登録者の受
診券は、医療機関から順次発
送されます。

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、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
30日㈪のみ実施。

◆焼津地区にお住まいの人
対 象　平成21年５月生まれの
子
日程　１～15日生…９日㈪
　16～31日生…10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21年４～５月生ま
れの子
日程　16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、育児相談、ブ
ラッシング指導
持 ち物　母子健康手帳、歯ブラ
シ、手鏡、アンケート、フェ

■６～７か月児相談
◆焼津地区にお住まいの人
対 象　平成22年10月生まれ
の子
日程　１～10日生…24日㈫
　11～20日生…26日㈭
　21～31日生…31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10月生まれ
の子
日程　１～10日生…10日㈫
　11～20日生…11日㈬
　21～31日生…12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、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５月生まれの
子
日程　１～10日生…17日㈫
　11～20日生…18日㈬
　21～31日生…19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20年４～５月生ま
れの子
日程　13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

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

問合先　 425- 0035　東小川 1-8-1
　健康増進課　☎ 627-4111　 627-9960

健 窓の月 の 康

健康標語

受診券が届いたら、健(検)診を受けましょう

健(検)診は健康チェックの第一歩

5
イスタオル、筆記用具

対 象　生後３か月～90か月
（７歳６か月）未満の子
◆焼津地区にお住まいの人
日 程　平成22年２月生…25
日㈬　平成22年３月生…
26日㈭  平成22年４月生
…31日㈫
※ 生まれ月は目安です。対象年
齢内の未接種児も受けられ
ます。
受 付時間　偶数日生…午後１時
15分～１時45分
　 奇数日生…午後１時45分～
２時15分
会場　保健センター
◆大井川地区にお住まいの人
日程　27日㈮
受 付時間　午後１時15分～２
時15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は保健
センターのみで実施（要予約）。
日 程　 ▽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…
２日㈪・16日㈪
受 付日時　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

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

　 （要予約）…16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
どに心理相談員が応じます

対 象　20歳以上の女性
日 時　12日㈭…午前９時～
11時 30分、17日㈫・23
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。
※ 17日㈫と23日㈪は、子宮
がん・乳がん集団検診（要予
約）と同時に受診できます。

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
します。

　健康保険証と受診券を忘れず
にお持ちください。健診実施医
療機関は、郵送される受診券で
ご確認ください。
■受診券の種類
◆焼津地区にお住まいの人
① 特定健診、上乗せ健診、生活
機能評価、肝炎・前立腺がん
（50歳以上）・大腸がん検診
の受診券
　対 象　 40歳以上の、焼津
市国保・後期高齢者医療加
入者または生活保護を受
けている人　 40歳以上
の社会保険加入者

② 子宮がん・乳がん・骨粗しょ
う症検診の受診券

健診・検診

ポリオ予防接種

心理相談専門の心理相
談員による

骨粗しょう症検診

相談室
■認知症に関する電話相談　対象　どなたでも　日時　４月16日㈯・23日㈯、５月７日㈯・14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


