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親子のつどい
にこにこわにこの人形劇
日時　７月１日㈰　受付…午前
10時15分　開演…午前10時
30分　会場　大村公民館大集会
室　定員　親子50組（申込順）　
申込方法　６月20日㈬～27日
㈬の間にメールで　申込・問合先　
焼津市家庭教育ネットワーカー　
Qta-net1205@docomo.ne.
jp　K090-2687-3855

きく
宝くじ文化公演
大
おお

野
の

雄
ゆう

二
じ

＆ルパンティッ
ク・ファイヴコンサート
ルパン三世のテーマの生みの親で
ある大野雄二がお送りするジャ
ズ・ライヴ。宝くじの助成により
特別料金となっています。日時　
９月21日㈮　開場…午後６時30
分　開演…午後７時　入場料　全
席指定　一般／2,000円　高校
生以下／1,000円（未就学児は
入場できません）　申込方法　６
月24日㈰の午前10時から電話
またはインターネットで　会場・
申込・問合先　大井川文化会館　
K622-8811　Shttps://yyk1
.ka-ruku.com/yaizu-t/

事業拡大を目的とした戦略
的事業継続セミナー
対象　事業所　日時　６月28日
㈭　午後１時30分～午後４時
30分　会場　焼津商工会議所２
階会議室　テーマ　～B

ビー

C
シー

P
ピー

（事
業継続計画）の策定を目指して～　
講師　奥

おく

山
やま

良
りょう

一
いち

さん（NPO法人
事業継続推進機構理事）、畑

はた

寛
ひろ

和
かず

さん（国際審査員認証機構委員）　
定員　50人　申込方法　６月25
日㈪までに参加申込書に事業所
名・参加者名を明記しファクスで　
※参加申込書の配布場所など、詳
しくは問い合わせてください。　
問合先　焼津商工会議所　K628
-6251　N628-6300
焼津図書館
むかしばなしの部屋
対象　６歳くらいから　日時　７
月１日㈰　午後３時～　会場　焼

津図書館２階視聴覚室　内容　世
界各地の昔話３話　問合先　焼津
図書館　K628-2334

まなぶ
サンライフ焼津
初心者向けパソコン教室
■はじめてのパソコン講座　日時　
①７月４日～９月26日の毎週水
曜日（８月15日を除く）　午前
９時30分～11時30分　②７
月７日～９月29日の毎週土曜日
（８月11日を除く）　午後３時
30分～５時30分　③７月８日
～９月30日の毎週日曜日（８月
12日を除く）　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　①７月５日～９月
27日の毎週木曜日（８月16日
を除く）　午前９時30分～11
時30分　②７月６日～９月28
日の毎週金曜日（８月10日は除
く）　午後１時～３時　【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　K627-3377

傾聴ボランティア養成講座
対象　全日程に出席でき傾聴ボラ
ンティアとして活動できる人　日
程　７月19日㈭・26日㈭、８
月２日㈭（全３回）　午前９時
45分～午後２時45分　会場　
総合福祉会館３階多目的ホール　
受講料　2,500円　定員　48人
（申込順）　申込方法　６月25日
㈪から電話で　申込・問合先　焼
津市社会福祉協議会　K621-29
41
聞こえに不自由を感じている人と
家族のための不安解消講座
日時　７月８日㈰　午後１時～４
時　会場　総合福祉会館大会議室　
内容　耳鼻科医師による講演「聞
こえにくいとは」や聞こえに関す
る個別相談（要予約）など　※個別
相談の予約など、詳しくは問い合
わせてください。　問合先　焼津
市難聴者・中途失聴者の会　望

もち

月
づき

宅　K627-3708

伝統文化子ども教室
水でっぽうをつくろう！
対象　小学生（小学３年生以下は
保護者の同伴が必要）　日時　７
月21日㈯　午前10時～11時
30分　会場　清見田公園噴水前　
参加費　200円（材料代）　持ち
物　軍手、保険証のコピー、水で
っぽうを入れる袋、布切れ（ハン
カチ）２枚　定員　25人（申込
順）　申込方法　６月20日㈬以
降の午前９時～午後５時までの間
に電話で　問合先　歴史民俗資料
館　K629-6847

市民スポーツ祭
■バレーボール（事業所対抗）　
対象　社会人　日程　７月１日㈰　
会場　総合体育館　申込方法　６
月20日㈬までに電話で　申込・
問合先　焼津市バレーボール協会　
宮
みや

地
じ

宅　K625-2900　■ヨッ
ト　対象　小学生以上　日程　７
月15日㈰　会場　焼津漁港小川
港沖　申込方法　７月10日㈫ま
でに電話で　申込・問合先　焼津
ヨット連盟　小

こ

嶋
じま

宅　K0547-
32-0973　■ソフトボール　対
象　一般　日程　８月１日㈬ほか　
会場　一色水道用地ほか　申込方
法　６月30日㈯までに電話で　
申込・問合先　焼津市ソフトボー
ル協会　米

よね

村
むら

宅　K625-2755　
【共通】　参加費など、詳しくは問
い合わせてください。

初めての飯ごう炊さん
対象　市内の小学３年～５年生　
日時　７月29日㈰　午前９時～
午後２時　会場　西ノ谷公園（坂
本）　説明会　７月１日㈰の午後２
時から焼津公民館で　参加費　
1,000円　定員　20人（申込多
数の場合は抽選）　申込方法　参
加する子どもの氏名・性別・学校
名・学年・保護者の氏名・連絡先
電話番号とファクス番号を明記し
ファクスで　申込期限　６月24
日㈰　申込先　社会教育課　N66
2-0630　問合先　ボーイスカウ
ト焼津第１団　那

な

須
す

野
の

宅　K090
-9894-9025
さつまいもの栽培
第10期み～んなで野

や

良
ら

菜
ざあ

園
えん

対象　未就学児とその保護者（１
世帯４人まで）　日時　６月30
日㈯、７月28日㈯、11月 17
日㈯（全３回）　午前10時～11
時30分　会場　サッポロビール

㈱静岡工場ビオトープ園内　参加
費　１世帯500円　定員　20組
80人（申込順）　申込方法　６月
20日㈬から電話で　申込・問合
先　焼津市社会福祉協議会　K62
1-2941

焼津市混声合唱団
11月18日㈰の市民音楽祭での
発表に向けて団員を募集します。
演奏曲目は「水のいのち」より「雨」
を予定しています。　練習日時　
７月21日㈯、８月11日㈯、９
月15日㈯、10月20日㈯、11
月14日㈬（全５回）　午後１時
30分～３時30分（最終日のみ
午後７時～９時）　練習会場　焼
津文化会館　練習曲目　「水のい
のち」、「光の中」、市民歌ほか　
参加料　1,000円（楽譜代な

ど）　
※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
市音楽連盟事務局　服

はっ

部
とり

宅　K62
9-2196

であいd
で

eパーティー
対象　市内在住の30～45歳の
男性　30～45歳の女性　日時　
７月15日㈰　午後２時～５時　
会場　ゲストハウスリッチモンド
（小屋敷）　参加費　3,000円　定
員　男女各20人　申込期限　６
月25日㈪　※申込方法など、詳
しくは問い合わせてください。　
問合先　焼津市社会福祉協議会　
K621-2941

であいふれあい交流会
対象　市内在住・在勤の30～
45歳くらいの男性　※女性は年
齢や職業、住所など問いません。　
日時７月22日㈰　午前11～午
後２時　会場　ホテルアンビ・ア
松風閣　定員　男女各20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　
焼津商工会議所女性会　K628-
6251

子育て支援センター・広場
からのお知らせ
「絵本と友だち」（講師を招いての
絵本講座。子育て支援センター「子
育て広場なかよし」主催）を開催
します。詳しくは市ホームページ
の「子育て支援センター・広場の
イベント情報」や各施設発行のお
たよりをご覧ください。　問合先　
児童課　K626-1137

３市合同志太バル
はしご酒で志太を歩き志太の魅力

を再発見！　日時　藤枝…７月８
日㈰、焼津…７月15日㈰、島田
…７月22日㈰　各地正午～　会
場　藤枝・焼津・島田各駅周辺　
※参加店舗や営業時間、チケット
の購入方法など、詳しくはホーム
ページをご覧ください。　申込・
問合先　志太バル実行委員会　Ｎ
ＰＯ法人クロスメディアしまだ
K0547-35-0018　Shttp://
shida-bar.net/

うみえーる朝市
日時　６月23日㈯　午前９時～
午後１時　内容　地元特産品の販
売な

ど　　会場・問合先　うみえー
る焼津　K626-1551

全国一斉「子どもの人権
110番」強化週間
いじめや体罰、不登校、親による
虐待などに困っていたら電話をく
ださい。　日時　６月25日㈪～
７月１日㈰　平日…午前８時30
分～午後７時　土日…午前10時
～午後５時　相談電話　K0120
-007-110　問合先　静岡地方法
務局　静岡県人権擁護委員連合会　
K254-3555

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
15日㈮の午前８時30分からで
す。　■ゆずります　鳥かご、三
輪車（赤・コントロールバー付）、
折りたたみ椅子、Ｏ

オー

Ｈ
エイチ

Ｐ
ピー

、左利
き用ゴルフセット、おんぶひも、
回転座椅子、洋裁用人台、石臼、
額縁、鍵盤ハーモニカ、籐の椅子、
陶器のテーブルセット（庭園用）、
パイプベット（マット無）、木製
積木、一人用冷蔵庫、リコーダー、
ランドセル（赤）、学習机・椅子、
キャンプ用リュック（小学生用）、
旅行用かばん、スロットマシーン　
■ゆずってください　囲碁セッ
ト、将棋セット、小川中ジャージ
上下（150㌢前後）・体操着上下
（ＳかSS）、チャイルドシート（新
生児～・１歳～・３歳～）、自転
車（大人用・婦人用）、ベビーカー、
卓上ミシン、折りたたみ丸テーブ
ル、バイオリン、トレリス・アー
チ（バラ用）、物置（１坪くらい）、
西町幼稚園園服等用品一式、碁盤、
ベビーハイチェア、平鍬

ぐわ

、毛布（厚
手）、大正琴、グランドゴルフセ
ット　問合先　生活安全課　
K626-1131

みる

そのほか

募集

不用品活用バンク
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● 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

お知らせ
■ トロ箱パーク開園！！　ぜひ魚河岸シャツでご来場ください。　日時　７月１日㈰　午前10時～午後３時30分　会場　焼津さかなセンターイベント広場　内容　
•トロ箱を使った会場設営とミニトロ箱のプレゼント　•かつお節削り体験会　•焼津のＺ級グルメ試食会など　問合先　㈳焼津青年会議所　K628-1518

持 ち物　母子健康手帳、アンケ
ート、目のアンケート、子ど
もの早朝尿、筆記用具

母子健康手帳交付
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

母子健康相談室
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
９日㈪（午前９時30分～
11時）のみ実施。

２歳児歯みがき教室
◆ 焼津地区にお住まいの人
対 象　平成22年７月生まれの子
日程　１～15日生…３日㈫
　16～31日生…５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６月～７月生
まれの子

日程　10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、アンケ
ート、歯ブラシ、手鏡、フェ
イスタオル、筆記用具

栄養相談管理栄養士
による

■母子栄養相談
対象　妊産婦、乳幼児

乳幼児健康診査・相談
■６～７か月児相談
◆焼津地区にお住まいの人
対 象　平成23年12月生まれ
の子

日程　１～10日生…11日㈬
　11～20日生…19日㈭
　21～31日生…24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…18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800円）

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
　平成24年度から保健センタ
ーで、全地区のお子さんを対象
に実施しています。
対 象　平成21年７月生まれの子
日 程　１～10日生…25日㈬
11～20日生…26日㈭

　21～31日生…31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、尿検査、集団
指導、育児相談
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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　K627-4111

200
■材料（２人分） 薄切りにする。絹さやはさっと

ゆで、千切りにする
②ベーコンは１㎝幅に切る
③ 卵をボウルで割りほぐし、ミッ
クスチーズを加え、塩・こしょ
うで調味する
④ フライパンで少量のサラダ油を
熱して②を炒め、水気を切って
おいたジャガイモとタマネギを
加えて炒める。弱火にしてふた
をし、蒸し焼きにする。火が通っ

ジャガイモ…100g、タマネギ
…80g、絹さや…30g、ベーコ
ン…25g、卵…Ｌサイズ２個、
ミックスチーズ…30g、塩・
こしょう…少々、サラダ油…
大さじ１ ■１人分の栄養値

エネルギー…272kcal、たん
ぱく質…11g、脂質16g、カ
ルシウム13.8㎎、鉄1.2㎎、
塩分1.1g

たら絹さやを加える
⑤ 残りのサラダ油を入れ、
③を２回に分けて入れ、周
りが固まってきたら火を止
めてふたをし、少し蒸らす
⑥切り分けて器に盛る

①  ジャガイモは皮をむき、２～
３㎝の厚さのいちょう切りに
し、水にさらす。タマネギは

■作り方

問合先　〶 425- 0035　東小川 1-8-1
　健康増進課　K627-4111　N627-9960

健 窓の月 の 康

健康標語

　健康増進課では、ウオーキング実践講座やアクアリフレッ
シュ教室、ヘルスリフレッシュ教室などの健康教室を開催し
ています。健康づくりの場として、お気軽にご参加ください。

健康は　規則正しい　生活から

７
日 時　毎週月曜日 (祝日を除
く）　午後１時～３時（要予約）
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（要予約）
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～11時）
のみ実施（要予約）。

保健師・看
護師による健康相談
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
２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。

心理相談専門の心理相
談員による

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

健診・検診
　受診券が届いたら、早めに受
診しましょう。
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
※ ６月は特定健診受診強化月間
です。ぜひ、お誘い合わせて
特定健診を受けましょう。健
診結果は健康のバロメータ

ー（尺度）です。健診結果を
昨年の値や基準値、家族の値
と見比べると、そこにはあな
た自身の健康長寿のヒント
がたくさん詰まっています。
健診結果の数値は「食べ物の
食べ方や量」「食べて摂取し
ているエネルギーと動いて
消費するエネルギーのバラ
ンスは良いのか」などを正直
に表しています。健診結果の
見方は、前記の「保健師・管
理栄養士による健康相談」で
相談できます。ぜひ、ご利用
ください。
② 肝炎検診　40歳の人、41
歳以上で過去未受診の人

※ 平成25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24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（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・エコー検査・マン
モグラフィ）　30歳以上の
女性

※ 今年度からは、視触診のみの
受診はできません。30歳代
は視触診とエコー検査、40
歳代以上は視触診とマンモ
グラフィ検査を２年に１度
受診しましょう。今年度の無
料クーポン券対象者は２年
連続で受診できます。視触診
のみを実施後、年齢に応じて
エコー検査またはマンモグ
ラフィを実施する医療機関
で受診することも可能です。
詳しくは受診券で確認して
ください。

⑦ 歯科健診　平成25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）

受診場所　各指定医療機関
注意やお知らせ
h 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。

h 健（検）診実施医療機関は、
郵送される受診券でご確認
ください。

h 社会保険（協会けんぽ・保険
組合など・被扶養者を含む）
の人は、市が実施する特定健
診を受けられません（がん検
診は受診可能）。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。

h ②～④は①と併せて受診でき
ます。

h ⑤⑥を市立総合病院で受診す
る場合は予約が必要です。
◆大井川地区にお住まいの人
h ①は指定医療機関での個別
健診で受診できます（志太医
師会検診センターでの集団健
診は10月と12月に実施）。

生活機能評価
　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
診できる人は満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～12月実施予定）

【共通】
受 診期限　平成25年３月30
日㈯
問  合先　長寿福祉課　
　K626-1219

子宮がん・乳がん集団検診
　⑤⑥の集団検診は７月２
日㈪の大井川地区から開始
します。大井川地区にお住
まいの人も今年度から完全
予約制となりました。受診
の際は必ず電話で予約して

ください。予約随時受付中。
予約・問合先　健康増進課
　K627-4111

■認知症に関する電話相談　対象　どなたでも　日時　６月16日㈯・23日㈯・30日㈯、７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　K629-0900

相談室


