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ウェルシップ映画会
対象　どなたでも　日時　８月
23日㈫　①午前10時～　②午
後１時30分～　上映作品　「塔
の上のラプンツェル」　定員　各
回320人（先着順）　※書き損
じはがきや使用済切手があれば、
お持ちください。　会場・問合先
総合福祉会館　☎627-2111

ギャラリースペースＫの展示
■ペシャワール会現地活動写真
展・DVDによる報告会　期間　
８月23日㈫～28日㈰　■形と
色となる短歌展　期間　９月13
日㈫～18日㈰　問合先　スペー
スＫ　☎629-8703

点字講習会
■初級教室　日時　９月10日～
10月８日の毎週土曜日（全５回）
午後７時～８時30分　会場　焼
津公民館　講師　点字サークル
「六

ろくせいかい

星会」会員　■中級教室　日
時　９月７日～10月19日の第
１・第３水曜日（全４回）　午後
１時30分～３時　会場　総合福
祉会館　講師　点字サークル「た
んぽぽ」会員　【共通】　定員　10
人（申込順）　申込方法　８月26
日㈮までに電話で　申込・問合先
地域福祉課　☎626-1127
サイエンス教室
リング飛行機を飛ばそう
対象　どなたでも　日時　８月
28日㈰　午後１時30分～４時
内容　ストローとリング状の紙で
よく飛ぶ飛行機を作る　会場・問
合先　ディスカバリーパーク焼津
天文科学館　☎625-0800
サンライフ焼津
９月のパソコン教室
講座名　▽文書作成（W

ワ ー ド

ord）　
▽表計算（E

エ ク セ ル

xcel）　▽初めての
P
パソコン

C　▽初心者のためのインター
ネット活用術　▽デジカメ講座な

ど

【共通】　要予約　定員　各20人
（申込順）　※日時や受講料、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

第２回国際理解講座
焼津の食材を使ってインドネシア
料理を作ります。　対象　中学生
以上　日時　９月11日㈰　午前
10時～正午　会場　港公民館　
講師　トゥティさん（ジャカルタ
出身）　受講料　500円（サポー
ターズクラブ会員は450円）　
持ち物　筆記用具、エプロン、三
角きん、ふきん、タッパー　定員
20人（申込順）　申込方法　８月
22日㈪～９月２日㈮の間に電話
で　申込・問合先　焼津市国際友
好協会事務局（市民協働課内）　
☎626-1178　

国連外国語講座
1英会話初級　2英会話中級　3
英会話上級　　4ハングル入門　
5ハングル初級　6ハングル中級
【共通】日程は10月～12月の
全10回（土日・祝日を除く）　
会場　1～3静岡県教育会館（静
岡市葵区）　4～6静岡県観光・
国際交流センター（静岡市駿河区）
申込期限　９月15日㈭　※日時
や内容、申込方法など、詳しくは
問い合わせてください。　問合先
㈶静岡県国際交流協会　☎202-
3411　 info@sir.or.jp

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　９月７日
㈬～９日㈮　午前９時～午後４時
会場　市立総合病院　内容　講義
と簡単な実技　定員　20人（申
込順）　申込期限　８月30日㈫
※未就学児の院内保育有り（有
料）。申込方法など、詳しくは問
い合わせてください。　問合先　
県看護協会ナースセンター　☎2
02-1761　 shizuoka@nur
se-center.net

第５回「公園フォトコンテスト」
対象　アマチュアカメラマン　内
容　①写真部門（六つ切りまたは
A４サイズ）　②携帯電話写真部
門　申込方法　①住所・氏名・電
話番号・写真の題名・撮影公園名
を明記し郵送または窓口で　②電
話番号と写真を電子メールで　申
込期間　９月１日㈭～10月31

日㈪　※土日・祝日を除く。　申
込・問合先　〶425-0022　本
町2-13-29　焼津環境緑化事業
協同組合　☎902-1437　gr
een-team@ab.thn.ne.jp 

市民ボランティア＆U
う た

TA
C
コ ン

ON出場者
10月２日㈰に大井川文化会館で
行われる外国籍住民との交流イベ
ント「はあとふるY

や い づ

aizu2011」
を一緒に盛り上げてくれるボラン
ティアスタッフと歌のコンテスト
「UTACON」で外国語の歌を歌
う10人を募集します。　※申込
方法など、詳しくは問い合わせて
ください。　問合先　焼津市国際
友好協会事務局（市民協働課内）
☎626-1178

市民スポーツ祭
■テニス　対象　中学生以上の男
女（ダブルス）　日程　９月11 
日㈰　会場　漁船員テニスコート
参加費　１組3,000円　申込期
限　８月21日㈰　※申込方法な
ど、詳しくは問い合わせてくださ
い。　問合先　焼津市テニス協会
事務局　☎624-5500　■バス
ケットボール　対象　市内在住・
在勤・在校の人　日程 10月10
日㈷ほ

か　会場　総合体育館ほ
か　　参

加費　１チーム5,000円　申込
方法　８月31日㈬までに電話で
申込・問合先　焼津市バスケット
ボール協会　若

わか

林
ばやし

　☎090-511
7-1852

初心者硬式テニス教室
対象　中学生以上　日程　８月
27日㈯以降の土曜または日曜日
（全10回）　会場　総合体育館　
持ち物　体育館シューズ、ラケッ
ト（貸出可）　申込方法　８月
20日㈯の午後７時～８時に総合
体育館で　※日時や参加費など、
詳しくは問い合わせてください。
問合先　焼津市テニス協会　本

もと

橋
はし

宅　☎629-2096（夜間のみ）

ドッジボールクラブ
対象　小学生（幼児可）　日時　
毎週土・日曜日（土曜日…午前８
時30分～正午　日曜日…午後１
時～４時30分）　会場　和田小
学校体育館　参加費　月1,500
円　申込方法　電話で　申込・問
合先　焼津フェニックス　小

こ

池
いけ

 
☎090-1281-0183

子育てママのためのヨガ
対象　子育て中のママ（子どもと
一緒に参加できます）　日時　８
月26日㈮　午前10時～11時

会場　焼津公民館　定員　30人
（申込順）　申込方法　前日までに
電話で　申込・問合先　食育＆ヨ
ガサークルP

プ ラ ナ

RANA　竹
たけ

田
だ

　☎
090-7316-1223

静浜基地ちびっ子ヤング大会
対象　高校生以下（小学生以下は
保護者同伴）　日時　９月23日
㈷　午後１時～３時30分　会場
静浜基地　内容　航空機や滑走路
見学、Ｔ－７j

ジュニア

r 演技な
ど（天候な

どにより規模縮小の場合有り）　　
定員　300人程度（申込多数の
場合は抽選）　申込方法　はがき
に「ちびっ子ヤング大会参加希望」
と明記し、希望する人全員の住所・
氏名・年齢・電話番号・当日来場
する車両番号を記載し郵送　申込
期限　９月４日㈰（当日消印有効）
※結果は当選者にのみ通知。　申
込・問合先　〶421-0293　上
小杉1602　静浜基地渉外室　
☎622-1234　HP http://www
.mod.go.jp/asdf/shizuham
a/shizuhama

おもちゃ図書館
ハンディのある子もない子も、お
もちゃ遊びを通して、子どもや親
同士の交流を図ります。「大型絵
本」の読み語りも行います。　日
時　８月28日㈰　午前10時～
午後３時　会場　福祉老人センタ
ー　問合先　焼津市社会福祉協議
会地域福祉担当　☎621-2941

第８回ほほえみ夏祭り
対象　どなたでも　日時　８月
27日㈯　午後５時～８時　内容
ジャグリングや爆音戦隊スンプレ
ンジャーのショー、和太鼓演奏、
盆踊り、抽選会、模擬店な

ど　会場・
問合先　大井川福祉センター　☎
662-0610
県立藤枝特別支援学校
小学部の親子体験入学
■保護者説明会　実施日　10月
４日㈫　■親子体験入学　実施日
10月５日㈬～７日㈮のいずれか
１日　申込方法　９月５日㈪まで
に電話で　※時間など、詳しくは
問い合わせてください。 会場・
申込・問合先　県立藤枝特別支援
学校小学部　☎636-1892

チリモン教室
対象　小・中学生とその保護者
（小・中学生のみの参加も可）　日
時　８月19日㈮　午前10時～
午後３時　内容　チリメンモンス

ターなどの説明や展示物の紹介、
調査船「駿河丸」の公開な

ど　定員
なし　会場・問合先　県水産技術
研究所　☎627-1815

終戦当時にお預かりした通
貨・証券などの返還
上陸地の税関または海運局に預
けた通貨・証券など　帰国前に
在外公館や日本人自治会などに預
けた通貨・証券などのうち、その
後日本に返還されたもの　※返還
請求や問い合わせは、家族の人で
も構いません。　問合先　清水税
関支署焼津出張所　☎628-3550

６月受付分（敬称略）　■社会福
祉活動資金寄附金　焼津市岡部
会、士、宇都木稔、サッポロビー
ル㈱静岡工場、近藤廸男、西川光
夫、矢部栄之、見崎平八、KG、
匿名２人　■文化事業基金寄附金
募金箱…517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。

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。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　プロパン用ガスコ
ンロ（１口）、百科事典（20冊）、
和ダンス、大正琴（琴伝流ほ

か）、
ベビーカーA型、剣道具（170
㌢ :面と胴）、剣道着（170㌢ :
上下１組、中学生用袴）、柔道着（大
人用上下２組・小学生用上着）、
女子通学用冬コート（165㌢ :M
サイズ）、カラープリンター、炊
飯器（5.5合炊き）、エレクトーン、
体脂肪計
■ゆずってください　カラープリ
ンター、グラウンドゴルフパター
セット、小川中女子夏制服（165
㌢）、婦人用自転車、プラスチッ
ク製食卓（２～３人用：いす付き）、
ミシン（ボタンホール可）、キー
ボード（楽器)、マージャンパイ、
豊田幼稚園女児制服（120㌢）・
用品一式、チャイルドシート（２
～３歳用）　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

広報やいづ「８月１日号」３ページに掲載した「環境審議会委員の募集」中の環境生活課の電話番号に誤りがありました。誤「626-2149」→正「626-2153」。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

■材料（２人分） ■作り方
①  ゴーヤは縦半分に切って、種とワ
タを取る。塩を加えた熱湯でサッ
とゆで、水気を切る。冷めたら５
mmぐらいの小口切りにする
② 鶏ささ身は筋を取り、酒を加えた
湯（500cc）に入れて弱火で 10
分ゆで、食べやすく裂く
③ ピーナッツをすり鉢ですり、少し粒
が残るくらいのペースト状にする
④ 小鍋にAの調味料を入れ、火にか

ゴーヤ…１本（150g）、塩…１
つまみ、鶏ささ身…２本、酒
…大さじ１、炒りピーナッツ
（粒）…10g
Ａ[白みそ…25g、砂糖…小
さじ１、酒…大さじ１、醤油
…小さじ1/2]

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９

190

■１人分の栄養値
エネルギー…107kcal、たんぱく
質…7.8g、脂質3.0g、カルシ
ウム22㎎、鉄0.7㎎、塩分1.2g

けて練る。混ざったら冷まし
て③を加える
⑤①と②を④で和える

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
20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９月生まれの子
日程　１～15日生…５日㈪
　16～30日生…12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８月・９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　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７月生…16
日㈮　平成22年８月生…
21日㈬  平成22年９月生
…22日㈭　平成22年 10
月生…27日㈫　平成22年

■６～７か月児相談
◆焼津地区にお住まいの人
対 象　平成23年２月生まれの子
日程　１～10日生…22日㈭
　11～20日生…27日㈫
　21～28日生…28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22年２月生まれの子
日程　１～10日生…６日㈫
　11～20日生…７日㈬
　21～28日生…８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、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９月生まれの子
日程　１～10日生…13日㈫
　11～20日生…14日㈬
　21～30日生…15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８月・９月生
まれの子
日程　２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

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

11月生…28日㈬　平成22
年12月生…30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　29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
日 時　月～金曜日（祝日を除く）
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（祝日を除く）
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（祝日を除く）
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　20歳以上の女性
日 時　５日㈪…午後５時45分

～７時45分　10日㈯…午
前９時～11時30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
※  10日は、子宮がん・乳がん
集団検診と同時に受診でき
ます（要予約）。

※ 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。
⑨ 結核健診・肺がん検診　
40歳以上

◆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
 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）

 ⑨は７月・８月のみ実施しま
す
◆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）

【共通】
　⑤⑥の集団検診も実施します
（要予約）

　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

広報やいづ ２011-08-15 ❻

ポリオ予防接種

相談室
■認知症に関する電話相談　対象　どなたでも　日時　８月20日㈯・27日㈯、９月３日㈯・10日㈯・17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


