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大井川図書館
心やすらぐ色えんぴつ画展
名画の模写や風景画など色えんぴ
つで描かれているとは思えない作
品を展示します。　日時　～12
月26日㈬　午前９時～午後７時
（土日・祝休日は午後５時まで）　
会場　大井川図書館展示室　問合
先　大井川図書館　K622-9000

きく
焼津図書館
おはなし会・朗読会
■クリスマスおはなし会（幼児か
ら楽しめるクリスマスのはなしや
手遊び、音楽、工作）　日時　12
月22日㈯　午後２時～　会場　
焼津小泉八雲記念館多目的室　■
おはなし会（幼児から楽しめる絵
本や紙芝居）　日時　１月５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　１月５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　１月６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　K628-2334

まなぶ
ディスカバリーパーク焼津
天文科学館
■プラネタリウムキッズタイム

「冬の星空とクリスマス」　対象　
４歳～小学校低学年　日時　12
月22日㈯～24日㉁　午前11
時～11時35分（途中入場不可）　
観覧料　大人（16歳以上）600
円　子ども（４～15歳）200
円　定員　165人（当日先着順）　
■プラネタリウムお正月特別投影

「アストロツアー」　対象　どなた
でも　日時　１月３日㈭　①午前
11時～　②午後０時30分～　
③午後２時～　④午後３時30分
～（各回約45分）　観覧料　大
人600円　子ども200円　定
員　各回165人（当日先着順）　
■お正月！「凧

た こ

を作ろう」　対象　

どなたでも　日時　１月３日㈭　
午後１時30分～４時　■おしゃ
れな革細工に挑戦～ストラップ・
バングル作り～　対象　小学生以
上（小学３年生以下は保護者同伴）　
日時　１月27日㈰　午後１時
30分～４時　講師　山

やま

本
もと

好
よし

恵
え

さ
ん（第44回日本美術展覧会入選
者）　参加料　600円　定員　12
人（申込多数の場合は抽選）　申
込方法　電話またはホームページ
で　申込期限　１月14日㈷　【共
通】　会場・問合先　ディスカバ
リーパーク焼津天文科学館　K62
5-0800　Shttp://www.disco
verypark.jp

初級中国語講座
日時　１月23日～３月13日の
毎週水曜日（全８回）　午後７時
～９時　会場　焼津公民館会議室
２　受講料　4,000円（日中友
好協会会員は3,600円。テキス
ト代別途）　定員　15人（申込順。
10人以上で開催）　申込方法　１
月７日㈪までに電話またはメール
で（講座名・氏名・住所・電話番
号を記載）　申込・問合先　焼津
市日中友好協会事務局（市民協働
課内）　K626-1178　Qkyodo
@city.yaizu.lg.jp
シルバー人材センター
ガンバルーン体操教室
■焼津会場（サンライフ焼津）　
日時　１月11日～２月１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　
１月８日～29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
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　
①１月９日～３月27日の毎週水
曜日　午前９時30分～11時
30分　②１月12日～３月30
日の毎週土曜日　午後３時30分
～５時30分　③１月13日～３
月31日の毎週日曜日　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　①１月10
日～３月28日の毎週木曜日　午
前９時30分～11時30分　②
１月11日～３月29日の毎週金
曜日　午後１時～３時　【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　K627-3377

リフレッシュ健康講座
対象　中高齢者　日時　１月16
日～３月27日の毎週水曜日（全
10回）　午前10時～11時30
分　会場　静岡産業大学藤枝キャ
ンパス（藤枝市）　内容　日常生
活で取り入れることができる運動　
講師　中

なか

野
の

元
もと

恵
え

さん（静岡産業大
学非常勤講師）　受講料　6,900
円　定員　30人　申込方法　電
話で　申込・問合先　公益財団法
人しずおか健康長寿財団　K253
-4221

伝統文化子ども教室
旧正月子ども餅つき
対象　小学生（小学１・２年生は
保護者の同伴が必要）　日時　１
月26日㈯　午前10時30分～
午後２時　会場　港公民館　参加
費　300円　持ち物　水筒、タ
オル、エプロン、はし、持ち帰り
用の容器、筆記用具、保険証のコ
ピー　定員　20人（申込順）　申
込方法　12月23日㈷以降の午
前９時～午後５時までの間に電話
または窓口で　申込・問合先　歴
史民俗資料館　K629-6847

第24回美術秀作展・
第25回市民写真公募展
■美術秀作展応募要領　応募資格　
市内在住または市文化連盟の協会
に所属している人　対象作品　平
成23年12月～24年11月に
開催された県や中央レベルの展覧
会で入賞・入選した作品（書道、
油彩画、日本画、水彩画、版画、
写真、工芸、彫刻、造形、デザイ
ンなど）　搬入日時　１月26日㈯・
27日㈰　午前９時～午後５時　
※応募方法など、詳しくは問い合
わせてください。　問合先　焼津
文化会館　K627-3111　■市
民写真公募展応募要領　対象　四
季の焼津をテーマにした作品　応
募規定　カラー・モノクロとも四

つ切り単写真　応募期限　１月
11日㈮　※応募方法など、詳し
くは問い合わせてください。　問
合先　焼津文化会館　K627-31
11　焼津サンクラブ事務局　K6
28-5498　■作品展示　日時　２
月２日㈯～10日㈰　午前９時～
午後５時（月曜休館。最終日は午
後３時まで）　会場・問合先　焼
津文化会館　K627-3111
健康にいい初級気

き

功
こう

とカンフ
ー体操教室
日時　２月１日～22日の毎週金
曜日（全４回）　午後７時～８時
30分　会場　総合福祉会館２階
大広間　参加費　2,000円（日
中友好協会会員は1,800円）　定
員　20人（申込順）　申込方法　
12月17日㈪以降の平日の午前
８時30分～午後５時15分まで
の間に電話で　申込・問合先　焼
津市日中友好協会事務局（市民協
働課）　K626-1178

市民スポーツ祭
■バレーボール（一般女子９人制）　
対象　市内在住・在勤・在学の人
で構成するチーム　日程　１月
27日㈰　会場　総合体育館　参
加費　5,000円　申込方法　１
月10日㈭までにファクスで　申
込・問合先　焼津市バレーボール
協会　宮

みや

地
じ

宅　K・N625-2900
バウンドテニス初心者教室
対象　18歳以上で市内・藤枝市
に在住・在勤の人　日時　１月８
日㈫～３月26日㈫までの間に全
12回　午後７時～９時　会場　
総合体育館　参加費　１回300
円　持ち物　体育館シューズ　※
ラケットは貸し出し可。開催日な
ど、詳しくは問い合わせてくださ
い。申込方法　１月６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　K6
27-3984

踊
おどらっかさい

夏祭ポスター
７月14日㈰に大井川港で開催予
定の「第13回踊夏祭」のポスタ
ーを募集します。　応募期限　１
月31日㈭　※応募規定や応募方
法など、詳しくは問い合わせてく
ださい。　問合先　踊夏祭実行委
員会事務局（焼津市観光協会内）　
K626-6266

初日の出群舞参加者募集
日時　１月１日㈷　午前６時30
分～７時30分（午前６時10分
集合、雨天中止）　会場　和田浜
海岸（ディスカバリーパーク焼津

前）　申込方法　12月28日㈮ま
でに名前（チーム名・代表者名）・
人数・住所・電話番号を記載して
ファクスまたはメールで　※観覧
のみの場合は申込不要です。　申
込・問合先　森

もり

宅　K090-6077
-1508　N624-0432　Qtoto_
otyosimon@msn.com

うみえ～る冬まつり＆
アンド

朝市
日時　12月22日㈯　午前９時
～午後２時　会場　うみえ～る焼
津　内容　市民参加の踊りの競演
「ダンスバトル」、マグロ解体ショ
ー＆模擬セリ、うみえ～る水族館、
サンタさんのクリスマス大抽選
会、クリスマスツリーの展示、大
道芸パフォーマンスな

ど　問合先　
水産課　K626-1129

わな猟免許試験
日時　２月17日㈰　午前９時～　
会場　藤枝総合庁舎別館２階第１
会議室　試験内容　知識試験・適
性試験・技能試験　手数料　5,2
00円（他の狩猟免許を持ってい
る人は3,900円）　申請期間　12
月17日㈪～１月18日㈮　※申
込方法など、詳しくは問い合わせ
てください。　問合先　志太榛原
農林事務所森林整備課　K644-
9243

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
17日㈪の午前８時30分から先
着順です。　■ゆずります　冷蔵
庫（１ドア・製氷皿付き）、イン
クカートリッジ（エプソン・32
番６色パック）、ガスファンヒー
ター（都市ガス用・12Ａまたは
13Ａ）、大富中女子制服他用品一
式（３月卒業・新１年生用に）、
Ｐ
パソコン

Ｃ操作解説書（w
ウ イ ン ド ウ ズ

indows用
10冊）、スキー板（大人用）、薙

なぎ

刀
なた

、英会話テキスト・カセットの
セット、ベビー布団等一式、精米
機　■ゆずってください　ベビー
カー（Ａ型）、ベビーゲート、シ
ステムコンポ（可動品）、小川幼
稚園男児（制服・体操着）、和裁
用くけ台、ロックミシン、家庭用
ミシン、婦人用自転車（通常・チ
ャイルドシート付）、杵

きね

、自転車
（26～27㌅）　ぶら下がり健康
器、冷蔵庫（400㍑程度）　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

広
告
に
関
す
る
一
切
の
責
任
は
広
告
主
に
帰
属
し
ま
す
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１２/２３１２/２３日

１３:３０～１６:００１３:３０～１６:００クリスマス

フェスティバル
クリスマス

フェスティバル参加

無料
楽しい実験工作ブースが

いっぱい並ぶよ！

思いっきり科学体験してね！

※一部有料のブースがあります。
※展示 ・ 体験室内で開催するブースへの参加には
   観覧券が必要です。

※一部有料のブースがあります。
※展示 ・ 体験室内で開催するブースへの参加には
   観覧券が必要です。

協力 ：常葉学園大学、 焼津市民吹奏楽団協力 ：常葉学園大学、 焼津市民吹奏楽団

２２ ・ ２３ ・ ２４ ・ ２６ ・ ２７ ・ ２８
３ ・ ４ ・ ５ ・ ６ ・ １２ ・ １３ ・ １４

★詳しくはホームページをご覧ください
http://www.discoverypark.jp

チャンスは

１３日間！

※３歳以下のお子さまは対象外です

１２/

１/

◎クリスマスサイエンスショー

◎とけぬなら とかしてみせよう 片栗粉

◎ミニミニ演奏

◎クリスマスポップアップカード

◎スーパー土だんごを作ろう
など

◎クリスマスサイエンスショー

◎とけぬなら とかしてみせよう 片栗粉

◎ミニミニ演奏

◎クリスマスポップアップカード

◎スーパー土だんごを作ろう
など

対象 ： 期間中にプラネタリウムまたは展示 ・ 体験室をご覧の方

冬の大三角くじで当たる

クリスマス＆ニューイヤープレゼントクリスマス＆ニューイヤープレゼント

広報やいづ「12月１日号」５ページに掲載した「市立総合病院の受診方法のお知らせ」の予約受付時間に誤りがありました。正しくは「午後１時～５時」です。訂正
してお詫び申し上げます。　問合先　市立総合病院医事課　K623-3111㈹

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　K627-4111

■ 材料（２人分）
　 鶏手羽元…８本、ゴボウ…
100g、卵…２個、ブロッコリー
…100g、ショウガ…20g
　 調味料Ａ（煮やすい分量）
　 [ 砂糖…大さじ４、しょうゆ・
黒酢・水…各1/2カップ ]

■ 作り方　
① 鶏手羽元は湯通しして、余

分な脂を落とす。ゴボウは
洗って、５cmの長さに切る。
卵は固めにゆでて殻をむく
② ブロッコリーは食べやすい大
きさに切り、固めにゆでる
③ ショウガは皮付きのまま薄切
りにする
④ 調味料Ａをよく混ぜ、③を加
えて鍋で煮立たせる
⑤ ①を④に入れ、ふたをして中

火で20分間ほど煮る。煮上
がったら、卵は半分に切る
⑥ 皿に盛り付けて、②を添える

■ １人分の栄養値
　 エネルギー…420kcal、たん
ぱく質…31.7g、脂質…23g、
カルシウム…86㎎、鉄…2.7
㎎、塩分…3.1g
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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

　風邪やインフルエンザを予防するために、手洗いとうがい
の習慣をつけ、万全の対策を心掛けましょう。

心掛けよう　体調管理

１

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・２日
㈬・３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

対象　妊婦
日 時　11日㈮　午後１時30
分～３時30分（午後１時
15分受付開始。要予約）

会場　保健センター
内 容　妊娠中の歯のケアと赤ち
ゃんの歯の話、無料歯科健診、
歯みがき実習

持 ち物　母子健康手帳、手帳交
付時に配布したテキスト、歯
ブラシ、手鏡、飲み物、筆記
用具

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・２日
㈬・３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
21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23年１月生まれの子
日程　１～15日生…８日㈫
　16～31日生…９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12月～平成
23年１月生まれの子

日程　10日㈭

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６月生まれの子
日程　１～10日生…22日㈫
　11～20日生…23日㈬
　21～30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23年６月生まれの子
日 程　１～10日生…15日㈫
　11～20日生…16日㈬

　21～30日生…17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、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22年１月生まれの
子

日 程　１～10日生…29日㈫
　11～20日生…30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（屈折・斜視）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

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
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
15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・２日
㈬・３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
15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。

骨粗しょう症検診
対象　20歳以上の女性
日 時　17日㈭　午前９時～
11時、21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
　３月は年度末で大変混み合いま
すので、早めに受診してください。

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

※ 今年度から視触診のみの受診
はできません。視触診のみの
医療機関で受診して、まだエ
コーやマンモグラフィ検査を
別の医療機関で受診していな
い人は、３月中に全てを終了
できるように、早めに受診し
てください。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。

【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。
受診場所　指定医療機関
※ 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

　⑤⑥の集団検診は、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。
　次の日程・会場はまだ予
約できます。
※託児あり（定員10人）。
日 時　平成25年２月18
日㈪
会場　保健センター
定員　60人（申込順）
予 約・問合先　健康増進課
K627-4111

子宮がん・乳がん集団検診

プレママ教室②

大井川地区にお住まいの人へ
　大井川保健相談センター
は、４月から保健事業のな
い日は職員が不在となって
います。
※ 詳しくは各事業の案内通
知などで確認するか、問
い合わせてください。
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　12月15日㈯・22日㈯、１月５日㈯・12日㈯・19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


