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キッズプラネタリウム
秋の星空とお月さま
日時　10月８日㈯～10日㈷　
午前11時～11時40分　観覧
料　大人600円　子ども200
円　定員　各回165人 (当日先
着順）　会場・問合先　ディスカ
バリーパーク焼津天文科学館　☎
625-0800

焼津JC「リーダー育成研修」
日時　10月18日㈫　午後７時
～８時40分　会場　総合福祉会
館　演題　心をつかむ人材育成術
講師　山

やま

本
もと

昌
まさ

邦
くに

さん（元サッカー
アテネ五輪日本代表監督）　定員
220人（申込順）　※申込方法な
ど、詳しくは問い合わせてくださ
い。　問合先　㈳焼津青年会議所
☎628-1518

パーカッションとストリート
オルガンのトリッチトラッチ
日時　10月２日㈰　午後２時～
会場　焼津公民館　参加費　要入
会（入会金300円、月会費1,000
円）　※当日入会の受け付けをしま
す。詳しくは問い合わせてくださ
い。　問合先　焼津おやこ劇場　
田
た

畑
ばた

宅　☎623-7578

手話講習会（基礎課程）
対象　入門課程修了者または手話
サークル活動３年以上の人で手話
通訳者を目指す人　日程　10月
６日㈭～平成24年３月８日㈭の
全25回　会場　総合福祉会館、
大井川福祉センター　受講料　
1,470円（テキスト代）　定員　
20人（申込順）　申込方法　９
月21日㈬までに電話で　※日時
など、詳しくは問い合わせくださ
い。　申込・問合先　地域福祉課
☎626-1127

体験こうさく教室＆サイエ
ンス教室
■体験こうさく教室　①ウッドバ
ーニング　日時　９月19日㈷　
午前11時～、午後１時15分～、
午後２時15分～　参加費　200

円　②ゆらゆらモビールを作ろう
日時　９月23日㈷　午前11時
～、午後１時～、午後２時～　参
加費　100円　【①・②共通】　
定員　各回16人（要整理券。小
学３年生以下は参加者１人につき
保護者１人の補助が必要）　参加
方法　午前10時から当日のすべ
ての回の整理券を配布　■サイエ
ンス教室「シャボン玉を飛ばそう」
対象　どなたでも　日時　９月
25日㈰　午後１時30分～４時
【全共通】　会場・問合先　ディス
カバリーパーク焼津天文科学館　
☎625-0800
サンライフ焼津パソコン教室
■はじめてのパソコン講座　日時
①９月24日～12月10日の毎
週土曜日　午後３時30分～５時
30分　②９月25日～12月11
日の毎週日曜日　午前９時30分
～11時30分　③10月５日～
12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
入力ができる人）　日時　①10
月７日～12月23日の毎週金曜
日　午後１時～３時　②９月29
日～12月15日の毎週木曜日　
午前９時30分～11時30分　
【共通】　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（申込順）　
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

ポルトガル語入門講座
日時　10月14日～12月２日
の毎週金曜日（全８回）　午後７
時～８時30分　会場　３区コミ
ュニティ防災センター　受講料　
2,000円（サポーターズクラブ
会員1,800円。テキスト代別途）
定員　20人（申込順）　申込方法 
９月20日㈫～10月４日㈫まで
に電話またはメールで 　申込・
問合先　焼津市国際友好協会（市
民協働課内）　☎626-1178　
 kyodo＠city.yaizu.lg.jp

社会的ひきこもり家族講座
対象　社会的ひきこもり者の家族
日　10月27㈭、11月24日㈭
午後１時30分～４時　会場　藤

枝総合庁舎別館２階第３会議室　
内容　講話「ひきこもりの理解と
家族ができること」、グループワ
ークなど　申込方法　９月30日㈮
までに電話で　申込・問合先　県
中部健康福祉センター障害福祉課
☎644-9279

紙芝居「稲むらの火」＆な
まず博士の防災講座
日時　10月５日㈬　午後１時～
２時30分　会場　静岡福祉大学
教室棟203教室　内容　浜言葉
版紙芝居「稲むらの火」などの実
演、小

お

澤
ざわ

邦
くに

雄
お

さん（県地震防災ア
ドバイザー）の防災講座　※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
学附属図書館　☎623-7452

リーディング・カフェ
今秋上演される「オイディプス」
の台本を県舞台芸術センター俳優
と読み合い理解を深めます。　対
象　どなたでも　日時　10月８
日㈯　午後２時～　会場　豊田公
民館　参加費　1,000円　定員
20人程度（申込順）　申込方法
10月５日㈬までに電話で　申込・
問合先　志太歴史と文化を楽しむ
会　寺

てら

坂
さか

宅　☎624-3027

市民スポーツ祭
■弓道　対象　一般・中学生（高
校生不可）　日程　９月25日㈰　
会場　焼津弓道場　申込方法　当
日会場で　申込・問合先　焼津市
弓道連盟　青

あお

島
しま

宅　☎627-1965
■ゴルフ　対象　市民　日程　10
月４日㈫　会場　藤枝ゴルフクラ
ブ　申込方法　電話で問い合わせ
てください　問合先　焼津市ゴル
フ連盟　池

いけ

谷
がや

宅　☎626-6211
■陸上　対象　４歳以上　日程　
10月９日㈰　会場　総合グラウ
ンド陸上競技場　申込方法　９月
22日㈭までに電話で　申込・問
合先　焼津市陸上協会　原

はら

田
だ

宅　
☎623-0339　■野球　対象　
社会人　日程　10月９日㈰　会
場　総合グラウンド野球場ほか　申
込方法　10月１日㈯までに電話
で　申込・問合先　焼津市野球連
盟　平

ひら

山
やま

宅　☎624-5501　■バ
ウンドテニス　対象　市内在住・
在勤の人　日程　10月９日㈰　
会場　総合体育館　申込方法　９
月23日㈷までに電話で　申込・
問合先　焼津市バウンドテニス協
会　八

や

木
ぎ

宅　☎627-3984　■柔

道　対象　小学生・中学生・一般
日程　10月10日㈷　会場　焼津
体育館　申込方法　９月22日㈭
までに電話で　申込・問合先　福

ふく

村
むら

宅　☎624-1055　■サッカー
対象　社会人　日程　10月16日
㈰～　会場　総合グラウンド陸上
競技場ほ

か　申込方法　10月10
日㈷までに電話で　申込・問合先
焼津市サッカー協会　鈴

すず

木
き

宅　☎
628-7551　■グラウンドゴルフ
対象　市民　日程　10月18日
㈫（予備日は10月21日㈮）　会
場　一色水道用地　申込方法　９
月22日㈭までに電話で　申込・
問合先　焼津市グラウンドゴルフ
協会　小

こ

池
いけ

宅　☎629-3431　
■剣道　対象　小学１年生以上　
日程　11月３日㈷　会場　焼津
体育館　申込方法　９月30日㈮
までに電話で　申込・問合先 　焼
津市剣道連盟　山

やま

梨
なし

宅　☎624-2
903　【共通】　参加料など、詳し
くは問い合わせてください

太極拳教室
対象　どなたでも　日時　毎週木
曜日　午後７時～９時　会場　保
健センター　参加費　月3,000
円　申込方法　電話で　申込・問
合先　焼津武術太極拳連盟　長

なが

倉
くら

宅　☎627-0609

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
「妊婦講座～丈夫な赤ちゃんを産
もう！」（子育て支援センター１・
２・３）のお知らせなど、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」や「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

おもちゃ図書館
ハンディのある子もない子も、お
もちゃ遊びや大型絵本の読み語り
を通して、子どもや親同士の交流
を図ります。　日時　９月25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　☎621-2941

若年者等就職フェア
対象　県内で正社員としての就職
を希望する若年者や平成23年３
月卒業で未就職の人（平成24年
３月卒業予定の学生は除く）　日
時　９月27日㈫　午後０時30
分～４時（受付は正午～）　会場
グランシップ１階大ホール（静岡

市駿河区）　内容　就職面接会、
職業相談な

ど　※参加方法など、詳
しくは問い合わせてください。　
問合先　静岡労働局職業安定課　
☎271-9968　HP http://shiz
uoka-roudokyoku.jsite.mhl
w.go.jp　県雇用推進課　☎22
1-2811　HP http://www.koy
ou.pref.shizuoka.jp

不動産鑑定士無料相談会　
日時　10月７日㈮　午前10時
～午後４時　会場　静岡市役所
静岡庁舎17階第170会議室　
内容　鑑定評価や価格、売買、借
地・借家、相続などの不動産に関
する相談　申込方法　当日会場
で　申込・問合先　㈳静岡県不動
産鑑定士協会　☎253-6715

７月受付分（敬称略）　■社会福
祉活動資金寄附金　㈱東商、㈱東
商従業員一同、㈱コハマ、大富地
区民生委員児童委員協議会、焼津
第３地区民生委員児童委員協議会、
士、宇都木稔、増田亀夫、矢部栄
之、見崎平八、片川和子、匿名３
人　■文化事業基金寄附金　募金
箱…723円
※ 「東日本大震災（東北地方太洋
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　大型犬用
ゲージ、足踏み式ミシン、囲碁教
習用ビデオ、碁石、おんぶ紐、抱
っこ紐、哺乳瓶、ベビーラック、
カラープリンター、ワープロ、子
ども用自転車（女児用：22㌅）　 
■ゆずってください　剣道用具一
式（小学校低学年用・高学年用）、
画面付ＤＶＤプレーヤー、ターボ
機能付ドライヤー（1200ｗ）、
ベビー用手押し車、ベビーカー、
ゼンリン住宅地図（旧焼津地区）、
白装束一式（120㌢・140㌢）、
チャイルドシート（新生児～３
才）、エレクトーン、箏立奏台、
大富中男子制服（170㌢）・学用
品一式、地デジ対応テレビ、クラ
シックギター、炊飯器（3.3合炊）、
子ども用自転車（12～16㌅・
男児用：18～20㌅）　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。
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港公民館

至焼津駅方面
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お詫び
と訂正

広報やいづ「９月１日号」５ページに掲載した「第12回水に親しむ集い」中のスポーツ振興課の電話番号に誤りがありました。誤「627-5740」→正「628-5740」。
訂正してお詫びします。　問合先　スポーツ振興課　☎628-5740

平成23年５月生…12日㈬
　平成23年６月生…13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　14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
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
３日㈪・17日㈪のみ実施。
※ 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。

■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　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
17日㈪（午前９時30分～
11時）のみ実施（要予約）。

対象　20歳以上の女性
日 時　26日㈬…午前９時～
11時 30分　31日㈪…午

後１時30分～４時
※ 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
※ 専門医師による診断後、翌月
の説明会で結果を配布します。

　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。
①特定健診
② 肝炎検診
※ 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
④ 大腸がん検診
※ 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
⑥ 乳がん検診
※ 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
⑧ 胃がん検診
⑨ 結核健診・肺がん検診
◆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
 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の追加検診を９月29日㈭
に保健センターで実施します
◆大井川地区にお住まいの人
注意やお知らせ
 ①は指定医療機関での個別健
診か、志太医師会検診センタ
ーでの集団健診（土日・祝日
を除く10月20日㈭～11月
10日㈭。ただし、10月29
日㈯は実施）で受診できま

す。期間中に集団健診を受診
できない人は志太医師会検
診センター（☎645-1678）
に問い合わせてください

 ②～④は、①と合わせて実施
します

 ④の採便棒の提出は大井川保
健相談センターでも受け付
けます。
　受 付日時　10月11日㈫～
11月18日㈮（土日・祝
日を除く）　午前８時30
分～午後２時

 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の集団検診を実施しま
す（要予約）
　日 程と会場　４日㈫…大井川
保健相談センター　31日
㈪…保健センター

　集 合時間　午前の部…午前９
時　午後の部…午後１時

　定員　各部70人
　予 約方法　各実施日の前日ま
でに電話で

　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（土日・
祝日を除く10月20日㈭～
11月10日㈭。ただし、10
月29日㈯は実施）

※ 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

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10

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、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
24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10月生まれ
の子
日程　１～15日生…４日㈫
　16～31日生…６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23年１月生…４日㈫
　 平成23年２月生…５日㈬　
平成23年３月生…６日㈭　
平成23年４月生…７日㈮　

■６～７か月児相談
◆焼津地区にお住まいの人
対 象　平成23年３月生まれの子
日程　１～10日生…11日㈫
　11～20日生…12日㈬
　21～31日生…13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23年３～４月生ま
れの子
日程　７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22年３月生まれの子
日程　１～10日生…18日㈫
　11～20日生…19日㈬
　21～31日生…20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22年３～４月生ま
れの子
日程　28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、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10月生まれ
の子
日程　１～10日生…25日㈫
　11～20日生…26日㈬
　21～31日生…27日㈭

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

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 ２011-09-15 ❻

ポリオ予防接種

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  サトイモは皮ごと軟らかくゆで
る。熱いうちに皮をむき、つぶ
して塩を振る。
② 梅干しは種を取り除き、包丁
でたたいてペースト状にする。
③ ネギは小口切りにする。
④ ①に②と③、白ゴマ、削り節を
加えてよく混ぜる。
⑤ 皿に④を盛り付け、リーフレタ
スとプチトマトを添える。

サトイモ…200g
塩…少々
梅干し…１個（10g）
ネギ…３g
白ゴマ…大さじ1/2
削り節…1.5g
リーフレタス…２枚
プチトマト…２個

191
■１人分の栄養値
エネルギー…………100kcal
たんぱく質……………3.4g
脂 質……………………2.7g
カルシウム……………96㎎
鉄………………………1.3㎎
塩 分 ……………………1.6g

相談室
■認知症に関する電話相談　対象　どなたでも　日時　９月17日㈯・24日㈯、10月１日㈯・８日㈯・15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


