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焼津図書館こども映画会
日時　12月８日㈯　午後３時～　
会場　焼津小泉八雲記念館多目的
室　内容　•スノーマン　•金色
の足あと　問合先　焼津図書館　
K628-2334

秋季展示会
日時　12月１日㈯・２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　
問合先　焼津さつき愛好会　中

なか

野
の

宅　K627-4559

きく
焼津図書館
おはなし会・朗読会
■おはなし会（幼児から楽しめる
絵本や紙芝居）　日時　12月１
日㈯　午後２時～　会場　焼津図
書館１階おはなしコーナー　■朗
読会（小学生から楽しめるお話を
聞く）　日時　12月１日㈯　午
後３時～　会場　焼津図書館２階
視聴覚室　■むかしばなしの部屋
（世界各地の昔話３話）　日時　12
月２日㈰　午後３時～　会場　焼
津図書館２階視聴覚室　【共通】　
問合先　焼津図書館　K628-23
34

第６回高校生福祉スピーチ
コンテスト
「福祉のあるまち」をテーマに10
人の高校生が感性あふれる作品を
発表します。　日時　11月25日
㈰　午後１時～４時30分　会場　
静岡福祉大学福祉創造館第２大講
義室　※手話通訳あり。　問合先　
静岡福祉大学高校生福祉スピーチ
コンテスト係　K623-7000
志太マンドリン・ギターアンサンブル
第25回記念定期演奏会
特別ゲストにマンドリン奏者川

かわ

口
ぐち

雅
まさ

行
ゆき

さんを迎えます。　日時　12
月９日㈰　午後２時～（開場は午
後１時30分）　会場　大井川文
化会館　演奏曲　カノン、古

こ

賀
が

政
まさ

男
お

ヒット曲メドレーなど　問合先　
鷲
わし

山
やま

宅　K643-7586

新しい海の生産と人を育てる
■第５回駿河湾地域研究集会　日
時　12月１日㈯　午前 10時

30分～午後４時30分　会場　
焼津公民館　演題　東海・東南海
地震津波による駿河湾内の水産業
被害予測と対応　講師　都

つ

司
じ

嘉
よし

宣
のぶ

さん（元東京大学地震研究所准教
授）、山

やま

本
もと

吉
よし

道
みち

さん（東海大学工
学部教授）　参加費　500円（資
料代）　定員　60人（申込順）　
■焼津津波伝承地巡りバスツアー　
日時　12月２日㈰　午後０時
30分～３時30分　集合場所　焼
津駅北口　参加費　1,000円（資
料代ほか）　定員　25人（申込順）　
【共通】　申込方法　開催日の前日
までに電話で　申込・問合先　Ｎ
ＰＯ法人マリン・インパクト21　
K090-8551-0145

あざれあ企業ガイダンス
男女共同参画社会づくり宣言事業
所・団体が働きやすい職場づくり
や女性登用促進、業務内容、採用
計画などを説明します。　対象　
県内で就職を希望する全学年の学
生　日時　12月15日㈯　午後
１時～５時　会場　静岡県男女共
同参画センターあざれあ２階大会
議室（静岡市駿河区）　問合先　県
男女共同参画課　K221-2824

まなぶ
製本入門講座～文庫本をハー
ドカバーにしてみよう～
対象　16歳以上　日時　12月
９日㈰　午後１時30分～４時
30分　会場　焼津図書館２階視
聴覚室　講師　大

おお

塚
つか

順
より

子
こ

さん　参
加費　450円（当日集金）　持ち
物　文庫本、鉛筆、大和のり、手
拭き　定員　10人（申込順）　申
込方法　11月20日㈫の午前９
時から電話または窓口で　申込・
問合先　焼津図書館　K628-23
34

ディスカバリーパーク焼津
天文科学館
■静電気で空中に浮かぶ！？「電
気クラゲを作ろう」　対象　どな
たでも　日時　11月25日㈰　午
後１時30分～４時　■大人のた
めの天文・科学教室「真空世界を
実験～宇宙で音は聞こえないの？
～」　対象　16歳以上　日時　12
月９日㈰　午後２時～２時45分　

定員　25人（先着順）　【共通】　
会場・問合先　ディスカバリーパ
ーク焼津天文科学館　K625-08
00

静岡福祉大学公開講座
■人には聞きにくい、でも知りた
い「排泄のトラブルとその予防」　
日時　11月20日㈫～12月11
日㈫（全４回）　午後１時～２時
30分　■微小な世界から宇宙へ　
日時　11月 20日㈫・21日㈬　
午後３時～４時30分　※申込方
法や定員など、詳しくは問い合わ
せてください。　会場・問合先　
静岡福祉大学エクステンションセ
ンター　K623-7000
認知症サポーター養成講座
～若年性認知症当事者とそ
の家族の声から～
対象　認知症に関心のある人　日
時　12月14日㈮　午後１時～
３時　会場　静岡福祉大学第２大
講義室　内容　認知症に対する正
しい知識を学び認知症の人に対す
る支援などを考える　定員　200
人　問合先　静岡福祉大学　K62
3-7000　長寿福祉課　K626-
1117
サンライフ焼津
パソコン無料体験講座
■コース１　日時　12月５日～
26日の毎週水曜日　午後１時～
３時　■コース２　日時　12月
２日～23日の毎週日曜日　午後
１時～３時　【共通】　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　
K627-3377

ガンバルーン体操
■焼津会場（サンライフ焼津）　
日時　12月７日～28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）　日時　
12月４日～25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　K622-3510

中小企業のための人材確保
支援セミナー
対象　中小企業経営者や個人事業
主、総務・人事担当者など　日時　
11月26日㈪　午後１時30分
～４時30分　会場　静岡市産学
交流センター（静岡市葵区）　内

容　労働市場と若者の就労意識、
中小企業における人材確保のポイ
ント　講師　杉

すぎ

山
やま

孝
たかし

さん（㈱キャ
リア・クリエイト代表取締役）　
定員　50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　県雇用推進
課　K221-2811

シニアいきいきヨガ教室
対象　50歳以上の人　日時　11
月30日㈮　午後１時30分～２
時30分　会場　小川公民館　服
装　動きやすい服装　定員　20
人程度（申込順）　申込方法　開
催日の前日までに電話で　申込・
問合先　食育＆ヨガサークル
P
プ ラ ナ

RANA　竹
たけ

田
だ

宅　K090-7316
-1223

市民活動団体交流会
おもてなしプロジェクト実行委員
会が編集した市民活動団体紹介冊
子の完成を記念し開催します。　
対象　どなたでも　日時　12月
15日㈯　午後２時～４時　会場　
焼津公民館大集会室　内容　まち
づくり活動を通して感じたことや
思いなどを語り合う　問合先　市
民協働課　K626-1178

ホストファミリー
期間　12月 30日㈰～平成25
年１月２日㈬（３泊４日）　募集
家庭　10家庭　受入人数　１家
庭に１～２人　申込方法　11月
30日㈮までに電話で　※東京の
日本語学校に通っている留学生。
受入条件など、詳しくは問い合わ
せてください。　申込・問合先　
焼津国際交流黒潮　池

いけ

田
だ

宅　K6
28-7864
県立浜松視覚特別支援学校
平成25年度専攻科入学相談
３年間で、あん摩マッサージ指圧
師やはり師、きゅう師の国家試験
の受験資格を取得することができ
ます。　対象　高校卒業資格（見
込み）を持つ人で矯正視力が0.3
未満の人や視力以外の視機能障害
が高度な人、将来視力が減退する
恐れのある人　※申込方法など、
詳しくは問い合わせてください。　
問合先　県立浜松視覚特別支援学
校　K053-436-1261
愛知障害者職業能力開発校
平成25年度訓練生
障害のある人の職業自立を応援し
ます。　訓練科目（定員）　情報
システム科（20人）、Ｏ

オーエー

Ａビジ

ネス科（30人）、C
キ ャ ド

AD設計科機
械コース（15人）・建築コース（15
人）、デザイン科W

ウ ェ ブ

ebコース（20
人）・D

ディーティーピー

TPコース（10人）　訓
練期間　いずれも１年間　募集期
限　12月14日㈮　※応募資格
や応募方法、選考日など、詳しく
は問い合わせてください。　問合
先　ハローワーク焼津　K628-
5155

県立藤枝特別支援学校高等部
作業発表会
日時　12月 15日㈯　午前10
時～11時40分　内容　陶芸・
木工・工芸・印刷・縫製・クラフ
ト・紙工などの作業製品展示・販
売　※駐車台数に限りがあります
ので公共交通機関をご利用くださ
い。　会場・問合先　藤枝特別支
援学校高等部　K636-1894

看護師等再就職相談会
対象　看護職免許を持ち、現在看
護の仕事をしていない人　日時　
①11月 20日㈫　②12月 18
日㈫　いずれも午前10時～午後
２時　会場　静岡県看護協会志太
榛原地区支部事務所（藤枝市駅前
１丁目）　※申込方法など、詳し
くは問い合わせてください。　問
合先　県ナースセンター　K202
-1761

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分から先
着順です。　■ゆずります　プリ
ンターのインク（キャノンピクサ
ス６シリーズ）、折りたたみベッ
ド（マット付・シングル）、スキ
ー板（188×７㌢）とストック
（1.22㍍）、オイルヒーター（６
畳用）、学習机用椅子（木製・高
さ調整機能付）、犬のゲージ、水
槽（90×45×45㌢）、座卓（152
×92×32㌢）、石油ファンヒー
ター、加湿器（8.5畳用）　■ゆ
ずってください　野球盤、電子レ
ンジ、自転車（26㌅）、木製スラ
イド式ベビーベッド、舵取り付三
輪車、チャイルドシート（１歳～・
３歳～）、男児用自転車（24㌅）、
自転車用チャイルドシート、ブラ
ンコ付すべり台、折りたたみ式長
机（180×45㌢）、ラジカセ　問
合先　生活安全課　K626-1131

みる

そのほか

不用品活用バンク

●  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

募集

電話 ６２５-０８００　ホームページ ｈｔｔｐ： //ｗｗｗ．ｄｉｓｃｏｖｅｒｙｐａｒｋ．ｊｐ
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▲
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オーロラを見に行こう！
■ 投影時刻
平　 日　１４:００
土日祝　１３:００/１５:００/１７:３０
※都合により投影時間を変更する場合があります。

■ 観覧料
大　人 /６００円　子ども /２００円

撮影 ： 中垣哲也

プ ラ ネ タ リ ウ ム

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

お知らせ
■いっぽの会福祉講演会　日時　12月１日㈯　午後１時30分～３時30分　会場　青島北公民館（藤枝市）　演題　人生の最期まで心豊かに　講師　鈴

すず

木
き

俊
とし

文
ふみ

さん（静
　岡県立大学短期大学部社会福祉学科講師）　※入場整理券が必要です。詳しくは問い合わせてください。　問合先　いっぽの会　杉

すぎ

山
やま

宅　K629-3979

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

■ 材料（２人分）
　ゴボウ…100g
　片栗粉・揚げ油…適量
　いりごま…大さじ１弱
　 調味料Ａ[しょうゆ・みりん
…各大さじ１、砂糖…大さじ
1/2]

■ 作り方　
① ゴボウは洗って、５cm位の
長さに切り、太いものは縦半
分に切る
② ①を水にさらし、ざるに上げ
ておく
③ ②に片栗粉をまぶし、油で
カラリと揚げる
④ 調味料Ａを鍋に入れ、砂糖
が溶ける程度に火にかける

⑤ ④に③を入れて味をからめ、
ゴマを混ぜて皿に盛る

■ １人分の栄養値
　エネルギー…124kcal
　たんぱく質…2.4g
　脂質…4.7g
　カルシウム…74㎎
　鉄…0.9㎎
　塩分…1.3g
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日 程　１～10日生…20日㈭
　11～20日生…21日㈮
　21～31日生…26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

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（24日㉁・
31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（24日㉁・
31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
17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12月生まれ
の子

日程　１～15日生…３日㈪
　16～31日生…４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、アンケ
ート、歯ブラシ、手鏡、フェ
イスタオル、筆記用具

■母子栄養相談
対象　妊産婦、乳幼児
日 時　３日㈪・10日㈪・17日
㈪　午後１時～３時（要予約）

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24年５月生まれの子
日程　１～10日生…13日㈭
　11～20日生…18日㈫
　21～31日生…19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24年５月・６月生
まれの子

日程　５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23年５月生まれの子
日 程　１～10日生…７日㈮　
11～20日生…11日㈫

　21～31日生…12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23年５月・６月生
まれの子

日程　６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、全地区の
お子さんを対象に保健センター
で実施しています。
対 象　平成21年12月生まれ
の子

会場　保健センター
内 容　妊産婦の食事や離乳食、
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）。

対象　どなたでも
日 時　月～金曜日（24日㉁・
31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。

プレママ教室①
対象　初妊婦
日 時　12月11日㈫　午前９
時30分～11時30分（要
予約。当日の受付開始は午前
９時15分）
会場　保健センター
内 容　赤ちゃんの成長とお世
話、妊娠中の食事の話など
持 ち物　母子健康手帳、手帳交
付時に配布したテキスト、飲
み物

骨粗しょう症検診
対象　20歳以上の女性
日 時　５日㈬　午前９時～11
時、10日㈪　午後１時30
分～３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

※ 専門医による診断後、翌月の
説明会で結果を配布します。

健診・検診
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
※ 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。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
診は受けられません（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。
◆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検
診で受診できます。志太医師
会検診センターでの集団検診
は12月５日㈬～11日㈫（土
日を除く）に受診できます。
集団検診の期間中に受診でき
ない人は志太医師会検診セン
ター（K645-1678）に問
い合わせてください。

【共通】　h②～④は、①の実施
　と併せて受診できます。
h ⑤や⑥を市立総合病院で受診
する場合は予約が必要です。

生活機能評価
　大井川地区では「はつらつシ
ニア健診」という名称で実施し
ています。
　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（12月５
日㈬～11日㈫。土日を除く）
※ 特定健診と同時に受診できます。
【共通】　受診期限　平成25年
　３月30日㈯
問  合先　長寿福祉課　
　K626-1219

栄養相談管理栄養士
による

保健師・看
護師による健康相談

子宮がん・乳がん集団検診
　⑤⑥の集団検診は完全予
約制です。受診の際は必ず
電話で予約してください。
　次の日程・会場はまだ予
約できます。
※託児あり（定員10人）。
h 保健センター…平成25
年１月 28日㈪、２月
12日㈫・18日㈪
予 約・問合先　健康増進課
K627-4111

大井川地区の採便棒受付日
　採便棒の提出は、大井川
市民サービスセンター（市
役所大井川庁舎１階）でも
受け付けます。
受 付日時　12月７日㈮・
14日㈮　午後１時～３
時（時間厳守）

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12

※大井川保健相談センターは、保健事業がない日は職員不在です。

■認知症に関する電話相談　対象　どなたでも　日時　11月17日㈯・24日㈯、12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　K629-0900

相談室


