
広
告
に
関
す
る
一
切
の
責
任
は
広
告
主
に
帰
属
し
ま
す
。

❼ ２011-05-15広報やいづ

大井川文化会館 〒421-0205
焼津市宗高888　TEL■622-8811
休館日■月曜日（祝休日の場合翌平日）Musico＝MusicCommunication

7/9（土）
16:30開場
17:00開演

全席指定■4,000円

伝統と現代アートを見事に融合させた独創的舞台

　これまでの和太鼓という概
念を覆した新しい独創的舞台
｢ドラム・アート・パフォーマン
ス」｡ＴＡＯの舞台に出会った
時、和太鼓の常識が変わる。
　世界17カ国で400万人を魅
了した話題の舞台をぜひ、
ミュージコでお楽しみください。

※4歳未満入場不可

TAO 2011

～参の絵巻～～参の絵巻～

◆チケット絶賛発売中◆

浮世夢幻打楽 浮世夢幻打楽 

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

こども映画会
日時　５月21日㈯　午後３時～
会場　焼津小泉八雲記念館多目的
室　内容　「こねこムーのおくり
もの」「腹ぺこ童子」「とべないホ
タル」　　問合先　焼津図書館　
☎628-2334
星空観望会
大型望遠鏡で土星を見よう  
日時　毎週土曜・日曜　午後７時
～８時30分　会場　天文科学館
参加費　100円　定員　50人　
要予約　申込方法　電話または窓
口で　申込・問合先　ディスカバ
リーパーク焼津　☎625-0800

県立焼津中央高校
第48回中央祭「奏

かなでる

」
日時　６月４日㈯　午前９時～午
後３時　内容　文化部展示、ステ
ージ発表、招待試合など　会場・
問合先　県立焼津中央高校　☎
628-6000
県立焼津中央高校
オペラ公演「フィガロの結婚」
日程・開演時間　①６月11日㈯
午後５時30分～　②６月12日
㈰　午後１時～　③６月18日㈯
午後５時30分～　④６月19日
㈰　午後１時～　※開場はいずれ
も開演時間の30分前　会場　焼
津文化会館大ホール　入場料　
①・②／無料、③・④／500円
問合先　県立焼津中央高校合唱部
☎628-6000
県立藤枝西高校
文化祭「藤

とう

蔭
いん

祭
さい

」
日時　６月４日㈯　午前９時30 
分～午後２時30分　内容　文化
部展示、PTAバザーなど　会場・
問合先　県立藤枝西高校　☎
641-0207

藤枝市民吹奏楽団
第31回定期演奏会
日時　６月５日㈰　午後１時30

分開場　午後２時開演　会場　大
井川文化会館　入場料　前売り券
／ 500円、当日券／ 700円、
小学生以下無料　問合先　藤枝市
民吹奏楽団　☎090-9949-4764

第20回ミュージコ吹奏楽
フェスティバル
「祝」をテーマに22の団体が演奏
日時　５月29日㈰　午前９時
40分～午後６時　会場・問合先
大井川文化会館　☎622-8811

歴史文化講座
「富士と共に生きる～様々な
形で表れる富士山への思い～」
日時　６月18日㈯　午後２時～
３時40分（受付は午後１時30
分～）　会場　焼津文化会館会議
室　講師　矢

や

澤
ざわ

和
かず

宏
ひろ

さん（大村中
学校教頭、元市史編さん委員）　
定員　120人（申込順）　申込方
法　５月19日㈭から電話または
窓口で　申込・問合先　歴史民俗
資料館　☎629-6847
小泉八雲生誕記念講演会
「小泉八雲と俳句」
日時　６月25日㈯　午後２時～
３時40分　会場　焼津文化会館
会議室　講師　平

ひらかわすけひろ

川祐弘さん（東
京大学名誉教授）　定員　120人
（申込順）　申込方法　５月20日
㈮から電話または窓口で　申込・
問合先　焼津小泉八雲記念館　☎
620-0022

初級点字講習会
対象　点字に興味がある人　日時
６月１日～７月20日の第１・第
３水曜　午後１時30分～３時　
会場　総合福祉会館館内ビューロ
ー　定員　10人（申込順）　申
込方法　５月24日㈫までに電話
で　申込・問合先　地域福祉課　
☎626-1127

サンライフ焼津パソコン体験講座
日時　①６月１日～29日の水曜
午前９時30分～11時30分　
②６月５日～26日の日曜　午後
１ 時 ～ ３ 時　 内 容　W

ワ ー ド

ord、
E
エ ク セ ル

xcelなど　受講料　１回500
円　定員　各20人（要予約）　
申込方法　各開催日の前日までに
電話で　会場・申込・問合先　サ

ンライフ焼津　☎627-3377

看護師等再就業準備講習会
対象　看護の仕事をしていない看
護職免許保有者　日時　６月１日
㈬～３日㈮　午前９時～午後４時
会場　県看護協会会館（静岡市駿
河区）　内容　講義と簡単な実技
託児費一部補助　定員20人（申
込順）　申込方法　５月24日㈫
までに電話またはファクス、メー
ルで　申込・問合先　県ナースセ
ンター　☎202-1761　202
-1762　 shizuoka@nurse-
center.net

焼津一輪車クラブ体験会　
対象　どなたでも　日時　５月
22日㈰・29日㈰　午前９時30
分～　会場　焼津東小学校体育館
持ち物　体育館シューズ、一輪車
（持っている人）　※申込方法など
詳しくは問い合わせてください。
問合先　焼津一輪車クラブ　佐

さ

藤
とう

宅　☎627-4464

居合道教室
対象　どなたでも　日時　①毎週
土曜　午後７時～９時　②毎週日
曜　午前９時～正午　会場　①大
井川中学校平成館　②航空自衛隊
静浜基地体育館　参加費　月
500円　※申込方法など、詳し
くは問い合わせてください。　問
合先　大井川居合道同好会　浜

はま

田
だ

宅　☎622-7524または090-
6334-9803

第６回ゆめの航路
日時　７月３日㈰ 　午前７時15
分出港　発着場所　焼津漁港新港
城之腰南岸壁　コース　焼津漁港
＝フェリー＝土肥港＝バスで伊豆
観光（７コース）＝土肥港＝フェ
リー（帰りは清水港まで。清水港
からはバス）またはバス＝焼津漁
港　定員　400人　※申込方法
や参加費、コースなど、詳しくは
問い合わせてください。　問合先
ゆめの航路予約センター（㈱アン
ビ・ア内）　☎620-7731
ボランティア活動体験
サマーショートボランティア
対象　中学生以上のボランティア
活動を連続４日間以上続けられる
人で事前研修会や施設オリエンテ
ーションに必ず参加できる人　参
加費　1,000円（別途ボランテ
ィア活動保険料280円など）　
申込期限　６月22日㈬　※申込
方法など、詳しくは問い合わせて

ください。　問合先　県ボランテ
ィア協会　☎255-7357　　　
介護予防のための
静福サロン（第１回）
日時　５月25日㈬　午前10時
40分～午後２時（受付は午前
10時20分～）　会場　静岡福祉
大学　内容　開校式、いきいき健
康づくり運動など　※当日、今年
度の内容や実施日（全10回）に
ついて説明します。参加費や申込
方法など、詳しくは問い合わせて
ください。　問合先　静岡福祉大学
地域交流センター　☎623-7013

子育て支援センター・子育てサ
ポートルームからのお知らせ
「孫育て今昔の話」（支援センター
みなみ）や「離乳食講座」（支援
センターさくら）のご案内など、
詳しくは市ホームページの「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
自動車税は５月31日㈫ま
でに納めましょう
５月20日㈮までに自動車税納税
通知書が届かない場合は問い合わ
せてください。　問合先　藤枝財
務事務所課税第１課自動車税班　
☎644-9122

看護学校など進路説明・相談会
対象　高校生または看護師資格取
得を考えている学生や社会人　日
時　６月18日㈯　午後１時～４
時　会場　もくせい会館（静岡市
葵区）　内容　看護学校（大学・
短期大学・専門学校）についての
全体説明と個別相談　定員　
300人　問合先　県ナースセン
ター　☎202-1761

地デジアドバイザーによる相談会
日時　５月16日㈪～20日㈮、
５月23日㈪～27日㈮　午前９
時～午後５時　会場　総合福祉会
館１階ロビー　問合先　デジサポ
静岡相談会グループ　☎654-7711

花季展示会
日時　５月20日㈮～22日㈰　
午前９時～午後５時　※最終日は
午後４時まで。　会場　焼津文化
会館小ホール　問合先　焼津さつ
き会　中

なか

野
の

宅　☎627-4559

さつきフェスティバル
日時　５月26日㈭～30日㈪　
午前８時30分～午後５時　※最
終日は正午まで。　会場　県営吉

田公園展示室（吉田町）　問合先
吉田公園さつき会　小

こ

林
ばやし

宅　☎
090-3554-1936

初夏の山野草展
日時　６月11日㈯・12日㈰　
午前９時～午後５時　※12日は
午後４時まで。　会場　鰯ヶ島一
区公会堂　問合先　焼津山野草会
渡
わた

辺
なべ

宅　☎624-2023

３月受付分（敬称略）
■社会福祉活動資金寄附金　静岡
銀行焼津黒潮会、フランス総合医
療㈱、田子重㈱田尻店、コープし
ずおか焼津店虹のまつり実行委員
会、豊田地区民生委員児童委員協
議会、さくらい、ピアゴ大覚寺店
お客様、飯淵不動山、宗高民生委
員、士、寺岡はな、増田亀夫、上
新田第２・３町内会見守り員、矢
部栄之、見崎平八、総合福祉会館
募金箱、匿名３人　■文化事業基
金寄附金　募金箱…13,514円
焼津民主商工会…5,000円　※
「東日本大震災（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。

バンクの登録期間は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。今回の申し
込みは５月16日（月）の午前８
時30分からです。　
■ゆずります　キーボード（楽
器）、整理ダンス、補助便座、幼
児用２段いす、子ども用一輪車、
介護用電動ベッド、介護用手すり、
エレクトーン（旧式）、ベビーダ
ンス、桐たんす、茶だんす、炊飯
器（３合）、ファンヒーター、植
木鉢（５・６号）、子ども用自転
車（女児用22㌅）、三輪車、ガ
スコンロ（プロパン用・１口）、
照明器具（６畳用）　■ゆずって
ください　子ども用自転車（男児
用24㌅・２～４歳男児用・20
㌅ )、大人用自転車、焼津中央幼
稚園園服・体操着他一式、焼津西
小男子制服（140㌢）、静清高校
制服（175㌢）、毛布、ガスコン
ロ（都市ガス用）、チャイルドシ
ート（２歳～・新生児～）、ジュ
ニアシート、ベビー用品一式、石
油ストーブ、　ホットカーペット
（２～６畳）、おもちゃのピアノ　
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
紙面の都合で限られた情報のみを掲載しています。

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

187
■材料（２人分） ■作り方 ■１人分の栄養値

エネルギー…119kcal
たんぱく質……2.8g
脂 質……………2.7g
カルシウム……58㎎
鉄………………0.6㎎
塩分……………0.4g

①玉ネギは２cmくらいの輪切りにする。
② フライパンを熱し、オリーブオイルで①の
両面を焼く。
③ 鍋を熱し、豚ひき肉を入れ、酒を加えてよ
く混ぜながら炒める。砂糖、みりん、みそ
を加えさらに炒める。
④ 皿に②を盛り付け、③とみじん切りにした
パセリと粉チーズを上に乗せる。

玉ネギ…小３個、豚ひき肉…50
ｇ、オリーブオイル…小さじ１、
酒・砂糖・みりん・みそ…各小
さじ１と１/２、パセリ…少々、
粉チーズ…小さじ１
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■６～７か月児相談
◆焼津地区にお住まいの人
対 象　平成22年11月生まれ
の子
日程　１～10日生…２日㈭
　11～20日生…21日㈫
　21～30日生…23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11～12月
生まれの子
日程　１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11月生まれ
の子
日程　１～10日生…14日㈫
　11～20日生…15日㈬
　21～30日生…16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11～12月
生まれの子
日程　24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20年６月生まれの子
日程　１～10日生…28日㈫
　11～20日生…29日㈬
　21～30日生…30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
記入して持参してください。

日 時　月～金曜日　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　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
27日㈪の午前９時30分～
11時のみ実施。
持 ち物　母子健康手帳

対 象　焼津地区にお住まいの平
成21年６月生まれの子
日程　１～15日生…７日㈫
　16～30日生…９日㈭
受 付時間　午前９時～９時45
分
会場　保健センター
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　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５月生…１日
㈬　平成22年６月生…２日
㈭  平成22年７月生…３日
㈮　平成22年８月生…７日
㈫　平成22年９月生…８日
㈬　平成22年10月生…９
日㈭　平成22年11月生…
21日㈫　平成22年12月
生…22日㈬　平成23年１
月生…23日㈭
※ 生まれ月は目安。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　17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

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（要予
約・保健センターのみ）など
日 時　月～金曜日　午前９時～
11時、午後1時30分～４
時30分
会場　保健センター
※ 大井川保健相談センターでは
１日㈬・15日㈬のみ実施。
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　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　毎週金曜日　午後１時
30分～３時
会場　保健センター
※ 大井川保健相談センターでは
15日㈬の午前９時～11時
に実施（要予約）。
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　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

　健康保険証と受診券を忘れず
にお持ちください。実施医療機
関は、郵送される受診券でご確
認ください。⑤・⑥の無料クー
ポン券対象者には順次無料クー
ポン券を発送します。
健 診・検診の種類　①特定健診
②肝炎検診　③前立腺がん
検診　④大腸がん検診　⑤
子宮がん検診　⑥乳がん検
診　⑦歯科健診　⑧胃がん
検診　⑨骨粗しょう症検診
◆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24年３月31
日㈯
注 意やお知らせ
 「特定健診・がん検診受診券」
「子宮がん・乳がん検診受診
券」を５月上旬に発送済み

 胃がん検診、歯科健診の受診
券は４月中旬に発送済み

 結核・肺がん検診受診券は６
月下旬に発送

 ⑤・⑥を市立総合病院で受診
する場合は要予約

 40歳以上で⑥のマンモ検査
を希望する人は市立総合病
院（要予約）・甲賀病院・岡
本石井病院で受診可（前年
度・今年度無料クーポン券
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
 「特定健診・がん検診受診券」
「子宮がん・乳がん検診受診
券」を５月に発送

 胃がん検診、歯科健診の受診
券は４月中旬に発送済み

 ①は志太医師会検診センター
での集団健診（10月下旬～
11月に実施予定）や大井川
地区の志太医師会開業医で
の個別健診で受診可能にな
りました

 ②～④は①の特定健診に併せ
て実施

 40歳未満の⑥の希望者は乳
房エコー検査を受診可（２
年に１回）。40歳以上の⑥
の希望者はマンモ検査を受
診可（前年度・今年度無料
クーポン券対象者を除き２
年に１回）

⑤・⑥の集団検診
　日 程　２日㈭・３日㈮・６日㈪
　受 付時間　午前の部…午前９時
～　午後の部…午後１時～

　会 場　大井川保健相談センター
　※ ３日㈮（午後の部）は骨粗
しょう症検診も同時に受
診可（要予約・定員40人）。

　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。
◆焼津地区にお住まいの人
対 象　満65歳以上（要支援・
要介護認定者を除く）
受診場所　指定医療機関
受 診期限　平成24年３月31
日㈯
◆大井川地区にお住まいの人
対 象　満65歳以上（要支援・
要介護認定者を除く）
※ 志太医師会検診センターで受
診する人は満66歳以上。
受 診場所　指定医療機関、志太
医師会検診センター（10月
下旬～11月に実施予定）
受 診期限　平成24年３月31
日㈯
※ 特定健診と同時に受診可。
問合先　長寿福祉課
　☎626-1219

母子健康手帳交付

母子健康相談室

生活機能評価

健診・検診

栄養相談管理栄養士
による

ポリオ予防接種

２歳児歯みがき教室

保健師・看
護師による健康相談

乳幼児健康診査・相談

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

健診・検診を受けてしっかり健康管理

６

受診券が届いたら、健診・検診を受けましょう

相談室
■ 認知症に関する電話相談　対象　どなたでも　日時　５月21日㈯・28日㈯、６月４日㈯・11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

心理相談専門の心理相
談員による


