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プラネタリウムキッズタイム
夏の星空とたなばたのお話  
日時　７月２日㈯・３日㈰・９日
㈯・10日㈰　午前11時～（約
30分）　会場　天文科学館　観
覧料　大人600円　子ども200
円　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

藍画廊の展示
■パレット浜シャツ展　期間　６
月16日㈭～21日㈫　■篆

てん

刻
こく

20人展　期間　６月23日㈭～
28日㈫　■佐

さ

藤
とう

孝
たか

行
ゆき

作陶展　期
間　６月30日㈭～７月５日㈫　
■大富公民館絵手紙教室展　期間
７月７日㈭～12日㈫　■久

く

保
ぼ

山
やま

藤
とう

一
いち

写真展　期間　７月14日㈭
～19日㈫　会場・問合先　藍画
廊　☎627-0025

特別養護老人ホーム高麓の
展示
■長

なが

房
ふさ

文
ふみ

香
か

展　期間　６月24日
㈮まで　会場・問合先　特別養護
老人ホーム高麓　☎628-0070

初歩のパソコン教室
対象　市内在住の60歳以上の
初心者で、W

ウ イ ン ド ウ ズ

indows の X
エクスピー

P・
V
ヴィス タ

ista・７でW
ワ ー ド

ordが使用でき
るノートパソコンを持参できる人
日時　７月１日㈮～３日㈰（全３
回）　午後１時～４時　受講料　
300円　定員　15人（申込多数
の場合は抽選）　申込方法　６月
24日㈮（消印有効）までにはが
きに住所・氏名・電話番号を記入
し郵送　会場・申込・問合先　〶
425-0054　一色1545-18　福
祉老人センター　☎624-0678

ガンバルーン体操
■焼津会場（サンライフ焼津）　
日時　７月１日～22日の毎週金
曜日（全４回）　午前９時30分
～10時30分　■大井川会場（シ
ルバー人材センター）　７月５日
～26日の毎週火曜日（全４回）
午後１時30分～２時30分　【共
通】　要予約　受講料　2,300円
（保険料含む）　持ち物　室内シュ

ーズ、タオルほか　申込・問合先
焼津市シルバー人材センター大井
川事務所　☎622-5852

サンライフ焼津パソコン教室
■はじめてのパソコン講座　日時
①６月25日～９月17日の毎週
土曜日（８月13日は除く）　午
後３時30分～５時30分　②６
月26日～９月18日の毎週日曜
日（８月14日は除く）　午前９
時30分～11時30分　③７月
６日～９月21日の毎週水曜日　
午前９時30分～11時30分　
■初心者のステップアップ講座
（文字入力のできる人）　日時　①
７月８日～９月30日の毎週金曜
日（９月23日は除く）　午後１
時～３時　②７月７日～９月22
日の毎週木曜日　午前９時30分
～11時30分　【共通】　要予約
開催回数　全12回　受講料　
12,840円（テキスト代別途）　
定員　各20人　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

市民スポーツ祭
■スポレック　対象　①一般男子
②一般女子　③混成A…男子・
女子・子ども（年齢制限なし）　
④混成B…男子（50～59歳）・
女子（45～54歳）　⑤混成C
…シニア・初級者（男子60歳以
上・女子55歳以上）　日時　７
月24日㈰　午前９時15分～（受
付は午前９時～）　会場　総合体
育館　参加費　１チーム2,000
円　申込方法　７月10日㈰まで
に電話またはファクスで　申込・
問合先　焼津市スポレック協会　
増
ます

田
だ

宅　☎628-5457

第３回焼津市民屋外プー
ル回泳大会
対象　小学生以上　日時　７
月 17 日㈰　午後２時 30 分～
会場　焼津中学校プール　申
込期限　７月１日㈮　※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　
焼津市水泳協会　鳥

とり

居
い

宅　☎ 0
90-3936-5360

レスリング幼児体操教室
対象　年中児相当～　日時　毎週
火・木曜日　午後６時30分～８
時　会場　火曜日…県立焼津中央
高校　木曜日…県立焼津水産高校
※申込方法や参加費など、詳しく
は問い合わせてください。　問合
先　焼津ジュニアレスリングスク
ール寺

てら

尾
お

宅　☎090-8542-0079

合気道で護身術
対象　どなたでも　日時　①第１
・３木曜日　②第２・４土曜日　
いずれも午後７時～９時　会場　
①大井川体育館　②県立焼津中央
高校体育館　参加費　高校生以上
3,500円　中学生以下2,000円
※胴着必要。申込方法など、詳し
くは問い合わせてください。　問
合先　焼津合気会　宮

みや

本
もと

宅　☎
641-5856

中国語講座
対象　どなたでも　日時　７月５
日～９月13日の毎週火曜日（８
月16日を除く全10回） 　午後
７時30分～９時　会場　大井川
公民館　受講料　6,000円（初
めての人は教科書代別途）　申込
方法　７月４日㈪までに電話で　
申込・問合先　大井川日中友好協
会　荒

あら

砂
すな

宅　☎622-4543
自然の中で感性をみがく
ゆめみる少年少女応援プロ
グラム参加者
対象　小学２年～６年生の親子で
原則としてすべてのプログラムに
参加できる人　日程　７月10日
㈰・24日㈰、８月７日㈰（全３回。
予備日：８月21日㈰）　会場　
浜当目海水浴場ほか　定員　25
組50人　※申込方法や参加費な
ど、詳しくは問い合わせてくださ
い。　問合先　㈳焼津青年会議所
☎628-1518　HP http：//jc.y
aizu.net/index.html
実習船「やいづ」乗船
駿河湾体験航海（駿河湾内）
日時　８月７日㈰　▽午前の部
…午前９時30分～11時30分
（焼津港～清水港）　▽午後の部…
午後１時30分～３時30分（清
水港～焼津港）　※各部30分前
までに集合　集合場所　午前の
部…焼津漁港　午後の部…清水港
参加費　500円（保険料）　定
員　各部90人（申込多数の場合
は抽選） 　申込期間　７月１日
㈮～15日㈮　※申込方法など、
詳しくは直接問い合わせるか、ホ
ームページ「実習船やいづの状況」

をご覧ください。　問合先　県
立焼津水産高校海洋科学科　☎6
28-6148　 HP http：//www.
yaizusuisan-h.ed.jp/
国際交流プログラム派遣団員
フィリピン英語プチ留学
日程　８月21日㈰～27日㈯
派遣先　マニラ、レガスピ、ソル
ソゴン　定員　中高生20人、大
学生・社会人10人　説明会　７
月３日㈰の午前10時から静岡市
青少年研修センター（静岡市葵区）
３階会議室で　※申込方法や参加
費など、詳しくは問い合わせてく
ださい。　問合先　静岡県青年海
外研修協会　☎629-1350

平成24年度県立あしたか
職業訓練校入校生
主として身体障害または知的障害
のある人を対象に個々の能力と適
性に応じた訓練などにより、就業
意欲や社会への適応能力を高めま
す。　募集科目と定員　▽コンピ
ュータ科…10人　▽生産・サー
ビス科…40人　訓練期間　１年
間　※募集期間や応募方法など、
詳しくは問い合わせてください。
問合先　県立あしたか職業訓練校
☎055-924-4380

放送大学10月入学生
テレビやラジオの放送で授業を行
う通信制の大学です。　出願期限
８月31日㈬　※資料請求は無
料。　問合先　放送大学静岡学習
センター　☎055-989-1253  

HP http：//www.ouj.ac.jp

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
「七夕の笹飾り」（さくら）や「親
子で遊ぼう会！」（子育て広場な
かよし）、「双子・三つ子の会」（サ
ポートルーム）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

看護職再就業相談
対象　再就業を希望する看護職免
許保有者　日時　７月６日㈬　午
前10時～午後２時　会場　保健
センター　問合先　県ナースセン
ター　☎202-1761

国家公務員採用Ⅲ種（税務）
受験資格　平成２年４月２日～平
成６年４月１日生まれの人　申込
期間　６月21日㈫～28日㈫　

試験日　第１次試験…９月４日㈰
第２次試験…10月 13日㈭～
20日㈭までのいずれか指定する
日　問合先　名古屋国税局人事第
二課試験係　☎052-951-3511
HP http：//www.nta.go.jp

中部電力からのお知らせ
台風や雷が多く発生するこれから
の季節、電線が切れたり垂れ下が
ったりすることがあります。電線
や電柱の異常を発見したら、触っ
たり近づいたりせずに、すぐに連
絡してください。　連絡先　中部
電力㈱藤枝営業所　☎0120-98
5-230

４月受付分（敬称略）　■社会福
祉活動資金寄附金　ほほえみ号利
用者団体の会、矢部栄之、大井川
舞の会、鶯友会、四ノ宮政代、士、
田尻中老人会、寺岡はな、見崎平
八、匿名２人　■文化事業基金寄
附金　募金箱…875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。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　剣道具（面
と竹刀。高校生用）、ローラーブ
レード（20.5～23.5㌢、ピンク・
ブルー、ひじ当て・ひざ当て・ヘ
ルメット付き）、入学式用女児ス
ーツ（110㌢）、シルバーカー、
足踏式オルガン、エレクトーン、
サイドボード、食器棚、座卓、介
護用ベッド、家庭用プラネタリウ
ム、大正琴と楽譜、学習机　■ゆ
ずってください　キーボード（楽
器)、男性用自転車（26～27㌅）、
小川幼稚園男児用園服・帽子・か
ばん、チャイルドシート（新生児
～）、三輪車（コントロールバー
付き）、鍵盤ハーモニカ、扇風機、
鍋（直径30㌢）、剣道用具・防
具一式（小学校低学年用）、幼児
食事用二段イス（木製）、桐タン
ス（着物用）、ベビーカー（バギ
ータイプ）、大富中通学かばん、
大人用紙おむつ、マウンテンバ
イク（24㌅以上）、大人用マウン
テンバイク、洗濯機、炊飯器（５
合～１升炊き）　問合先　生活安
全課　☎626-1131

善意をありがとう

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。

広報やいづ「６月１日号」表紙に掲載した目次に誤りがありました。　誤「西部」→正「西武」。　訂正してお詫びします。　問合先　広報広聴課　☎626-2145お詫び
と訂正

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

188
■材料（２人分） ■作り方

①  ジャガイモは皮をむき、一口大に
切る。なまり節もジャガイモと同じ
くらいの大きさに切る
② 鍋にジャガイモとだし汁を入れ、
落とし蓋をして、少しやわらかくな
るまで煮る
③ ②になまり節とＡの調味料を入れ、
煮汁が少なくなるまで煮る
④ 器に③を盛り付け、茹でた絹サヤと
千切りにしたショウガを盛り付ける

ジャガイモ…250g、なまり節
…130g、絹サヤ…６本、ショ
ウガ…10g、だし汁…１と1/2
カップ
Ａ[砂糖…大さじ２弱、みり
ん…大さじ１、塩…少々、醤
油…大さじ１と1/2、酒…大
さじ１]

広報やいづ ２011-06-15 ❻

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

朝食をしっかりとり、適度な運動をして、家族でお互いの健
康管理に気を配りましょう

健康は規則正しい生活から

【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（休日を除く）
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（休日を除く）
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
25日㈪（午前９時30分～
11時）のみ実施。

◆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　１～15日生…５日㈫
　16～31日生…７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６～７月生ま
れの子
日程　４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

■６～７か月児相談
◆焼津地区にお住まいの人
対 象　平成22年12月生まれ
の子
日程　１～10日生…19日㈫
　11～20日生…21日㈭
　21～31日生…26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12月生まれ
の子
日程　１～10日生…12日㈫
　11～20日生…13日㈬
　21～31日生…14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20年７月生まれの
子
日程　１～10日生…27日㈬
　11～20日生…28日㈭
　21～31日生…29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６～７月生ま
れの子
日程　22日㈮
会 場　大井川保健相談センター

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

７
【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
日 時　月～金曜日（休日を除く）
午前９時～11時、午後１時
30分～４時30分
会場　保健センター
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。

持 ち物　健康手帳（持っている
人）
※ 大井川保健相談センターでは
１日㈮・15日㈮のみ実施。

■母子栄養相談
対象　妊産婦、乳幼児
日 時　毎週月曜日（休日を除く）
午後１時～３時
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　毎週金曜日　午後１時
30分～３時
会場　保健センター
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）
※ 大井川保健相談センターでは
15日㈮（午前９時～11時）
のみ実施（要予約）。

対象　就学前の乳幼児と保護者
予 約受付　月～金曜日（休日を
除く）　午前８時30分～午
後５時15分　
会 場　保健センターまたは大井
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　25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
※ 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（検）診を
受けるときは、
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

※ 平成24年３月31日現在で
40・45・50・55・60・
65歳の人は無料で受診でき
ます。
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
※ 平成23年４月１日現在で
40・45・50・55・60 歳
の人は無料で受診できます。
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24年３月
31日現在で40・45・50・
55・60・65・70歳の人
⑧ 胃がん検診　35歳以上の
人（要予約）　

※ 集団検診も実施します。
◆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　平成24年３月31
日㈯
注意やお知らせ
 結核・肺がん検診受診券を６
月中旬に発送予定です

 ⑤⑥を市立総合病院で受診す
る場合は予約が必要です

 ⑥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、岡本石井病院で受診で
きます（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
での集団健診（10月下旬～
11月実施予定）か、指定医
療機関での個別健診で受診
できます

 ②～④は、①の実施と合わせ
て行います

 ⑥で40歳未満の希望者は、
乳房エコー検査を受診でき
ます（２年に１回）。40歳
以上の希望者は、マンモグラ
フィ検査を受診できます（前
年度と今年度無料クーポン
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）
※ 志太医師会検診センターで受
診する人は満66歳以上。
◆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　指定医療機関、志太
医師会検診センター（10月
下旬～11月実施予定）
※ 特定健診と同時に受診できま
す。

【共通】
受 診期限　平成24年３月31
日㈯
問  合先　長寿福祉課　
　☎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

■１人分の栄養値
エネルギー…284kcal、たんぱ
く質…28.3g、脂質0.9g、カル
シウム27㎎、鉄4.2㎎、塩分2.6g

相談室
■認知症に関する電話相談　対象　どなたでも　日時　６月18日㈯・25日㈯、７月２日㈯・９日㈯・16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


