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歴史民俗資料館企画展
「祭りで見る焼津の四季」展
資料館が収蔵する民俗資料の中か
ら節句や寺社の祭りなどに関する
ものを季節ごとに紹介します。　
日時　１月25日㈮～５月19日
㈰　午前９時～午後５時（月曜日
休館。祝日の場合は翌平日休館）　
会場　歴史民俗資料館企画展コー
ナー　問合先　歴史民俗資料館　
K629-6847

「稲むらの火誕生と服
はっ

部
とり

一
いち

三
ぞう

」
展出張展示
静岡福祉大学付属図書館で開催中
の企画展の出張展示です。　日時　
１月27日㈰　午前10時～午後
４時　会場　焼津小泉八雲記念館
多目的室　問合先　焼津小泉八雲
記念館　K620-0022

きく
ケルティックハープコンサ
ート
八雲が幼少期を過ごしたアイルラ
ンドの伝統楽器の公演です。　日
時　２月23日㈯　午後２時～
（午後１時30分開場）　会場　焼
津小泉八雲記念館多目的室　出演　
やなぎのなみだ　定員　40人（申
込順）　申込方法　１月20日㈰
の午前９時から電話または窓口で　
申込・問合先　焼津小泉八雲記念
館　K620-0022
大井川図書館
おはなしのへや
■幼児・児童向け（絵本や紙芝居、
手遊びなど）　日時　２月２日㈯　
午前10時30分～　会場　大井
川図書館おはなしコーナー　問合
先　大井川図書館　K622-9000
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　２月２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　２月２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（ず
っと昔から世界中のいろいろな国

で語り伝えられてきた昔話）　日
時　２月３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　K62
8-2334

まなぶ
わらべ歌とはじめての絵本
対象　乳児（12か月児まで）と
その親、これから親になる人　日
時　２月９日㈯　午前10時～
11時　会場　焼津小泉八雲記念
館多目的室　内容　親子で楽しめ
るわらべ歌や子守歌、絵本の選び
方を紹介　講師　石

いし

津
づ

里
り

枝
え

さん
（おはなしボランティアてぶくろ）　
持ち物　バスタオル、ぬいぐるみ
（これから親になる人）　定員　
13組（申込順）　申込方法　１月
24日㈭の午前９時から電話また
は窓口で　申込期限　２月７日㈭　
※２歳以上の託児サービスあり
（要申込）。　申込・問合先　焼津
図書館　K628-2334

ディスカバリーパーク焼津
天文科学館
■プラネタリウム夜間投影「冬の
星空散歩」　対象　どなたでも　
日時　２月８日㈮　午後７時30
分～８時15分（途中入場不可）　
内容　オリオン座やおうし座など
冬の星座を紹介　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）　会場・問合先　
ディスカバリーパーク焼津天文科
学館　K625-0800
サンライフ焼津パソコン教室
■文書作成（W

ワ ー ド

ord）資格取得コ
ース　日時　２月28日～５月
16日の木曜日（全12回）　午後
６時30分～８時30分　■表計
算（E

エ ク セ ル

xcel）資格取得コース　日
時　３月１日～５月17日の毎週
金曜日（全12回）　午後６時30
分～８時30分　【共通】　※５月
下旬に検定試験を予定。　■初め
てのP

パソコン

C　日時　１月22日以降
の毎週火曜日　午前９時30分～
11時30分　■初心者のための
インターネット活用術　日時　１
月22日以降の毎週火曜日　午後
１時～３時　■なんでも自主講座　

日時　①１月17日以降の毎週木
曜日　午後１時～３時　②１月
20日以降の毎週日曜日　午後３
時30分～５時30分　【全共通】　
要予約　受講料　チケット４枚綴
りで8,560円（テキスト代・検
定料別途）　定員　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

災害時ボランティアコーデ
ィネーター養成講座
対象　市内在住・在勤・在学（高
校生以上）で全日程受講できる人　
日時　２月 16日㈯・23日㈯　
午前９時～午後４時　会場　総合
福祉会館　参加費　500円（保
険・資料代）　定員　30人（申
込順）　申込方法　電話または窓
口で　※講座内容など、詳しくは
問い合わせてください。　申込・
問合先　焼津市社会福祉協議会　
K621-2941

ファミリー・サポート・セ
ンター提供会員養成講座
子育て家庭のお手伝いをする会員
を養成する講座です。　対象　市
内在住で育児から手が離れた人、
子育ての手助けをしたい人（保育
士や看護師など資格を持つ人は受
講免除の科目あり）　日程　２月
12 日㈫・13 日㈬・14 日㈭・
19日㈫・20日㈬・22日㈮　各
日午前中　会場　総合福祉会館ほ
か　定員　25人　※講座内容や
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
ファミリー・サポート・センター
事務局　K620-3339
子育て講演会
親子の絆はタッチから
日時　１月31日㈭　午前10時
～11時30分　会場　大村公民
館第２・３会議室　内容　ふれあ
いの大切さを皮膚を刺激すること
で得る効果から学ぶ　講師　中

なか

村
むら

聖
さと

美
み

さん（ロイヤルセラピスト協
会認定講師）　定員　50人（申
込順）　申込方法　１月24日㈭
までに参加者の氏名・電話番号を
記載してメールで　※託児サービ
スを希望する人は子どもの氏名・
性別・生年月日を申込時にお知ら
せください（１人200円）。　申
込・問合先　焼津市家庭教育ネッ
トワーカー　K090-2687-3855
Qta-net1205@docomo.ne.jp

国際理解講座
日時　２月16日㈯　午前９時

30分～11時30分　会場　大
井川公民館　内容　ペルー家庭料
理教室　参加費　500円　定員　
20人（申込順）　申込方法　２月
１日㈮までに電話またはメールで
（氏名・住所・電話番号を記載）　
申込・問合先　焼津市国際友好協
会事務局（市民協働課）　K626-
1178　Qkyodo@city.yaizu.
lg.jp
焼津信用金庫創業セミナー
創業力アップ講座
対象　創業を考えている人や創業
して間もない人、経営について勉
強したい人　日時　２月６日㈬　
午後６時30分～８時　内容　①
女性による経営と仲間づくり　②
創業支援策　③創業支援の実例　
講師　①鈴

すず

木
き

陽
よう

子
こ

さん（㈱焼津書
店マネージャー）　②政

まさ

本
もと

克
かつ

仕
し

さ
ん（静岡県産業振興財団）　③焼
津信用金庫顧客相談部　定員　25
人　申込方法　応募用紙に必要事
項を記載しファクスまたはメール
で　※応募用紙の配布方法など、
詳しくは問い合わせてください。　
会場・問合先　焼津信用金庫顧客
相談部　K623-1123　N656-
0330　Qmarusei-info@yr.tn
c.ne.jp

伝統文化子ども教室
おりがみでミニおひなさま
対象　５歳～小学生（小学３年生
以下は保護者の同伴が必要）　日
時　２月23日㈯　①午前10時
～11時30分　②午後１時30
分～３時　会場　焼津文化会館３
階会議室　参加費　50円（材料
代）　持ち物　のり、はさみ、作
品を持ち帰る袋　定員　各回20
人（申込順）　申込方法　１月20
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　※１
月22日㈫～24日㈭の窓口での
申込は１階事務室で　申込・問合
先　歴史民俗資料館　K629-68
47

病院図書ボランティア
入院患者向け図書の貸し出しや管
理をする図書ボランティアを募集
します。　対象　どなたでも　募
集人数　２人　活動内容　•各病
棟を巡回しての図書の貸し出し　
•返却された図書の整理な

ど　活動
日時　毎週木曜日の２時間程度　
申込方法　電話で　申込・問合先　
市立総合病院地域医療連携室　K

623-3111㈹

焼津みなとまつり出店者
４月14日㈰に焼津漁港焼津内港
で開催予定の第59回焼津みなと
まつりへ出店する事業所を募集し
ます。　応募条件　市内に本社・
営業所・工場などがある事業所　
申込期限　１月25日㈮（必着）　
※申込方法や出店料など、詳しく
は問い合わせてください。　問合
先　焼津商工会議所　K628-62
52

剪
せん

定
てい

教室
日時　２月９日㈯　午前９時～
11時30分　※雨天の場合は16
日㈯。　会場　石津中央公園　内
容　梅の木などの剪定方法　持ち
物　のこぎり、剪定ばさみ（貸し
出し可）　定員　30人（申込順）　
申込方法　１月31日㈭までに電
話で（土日を除く午前８時30分
～午後５時）　申込・問合先　焼
津環境緑化事業協同組合　K902
-1437

市内の国有地を売却します
所在地　石津字ガン橋977番（会
下ノ島石津土地区画整理事業70
街区２画地）　売却方法　一般競
争入札　受付期間　１月25日㈮
～31日㈭　問合先　東海財務局
静岡財務事務所管財課　K251-
4328　Shttp://tokai.mof.go
.jp/

まだ使える日常生活用品をゆずっ
てくれる人や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15日㈫の午前８
時30分から先着順です。今年度
の成立件数は、現在144件です。　
■ゆずります　一輪車（幼児～低
学年用）、三面鏡、書棚、雛人形（親
王飾り）、五月人形、ケース入雛
人形、ベビーベッド、自転車（27
㌅）、和裁用くけ台、学習机（椅
子付）　■ゆずってください　ビ
デオデッキ、電子レンジ（オーブ
ン付）、掃除機、焼津西小男児ブ
レザー（120～135㌢）、大富
中男子制服（170㌢）・女子制服
（160㌢）、婦人用自転車、ミキサ
ー　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
。

お知らせ
■緊急就職企業面接会　志太榛原地域の参加企業を募集しています。　対象　この春卒業の大学などの新卒者と卒業後３年以内の求職者　日時　３月６日㈬　午後１時～５
　時　会場　藤枝市文化センター　申込期限　２月５日㈫　※申込方法など、詳しくは問い合わせてください。　問合先　県中部地域政策局就職面接会担当　K644-9102

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）
　 玉ネギ…中１個、ゴボウ…1/2本、
ニンジン…20g、シメジ…1/2パッ
ク、鶏ひき肉…250g、卵…1/2個、
調味料Ａ[塩…小さじ1/4、砂糖・
しょうゆ・片栗粉…各大さじ
1/2]、調味料Ｂ[水…３カップ、
だし昆布…３g、しょうゆ・みり
ん…各大さじ２]、薬味[ネギ…
大さじ１、ユズの皮…少々]

■ 作り方　
① 玉ネギはすり下ろし、布巾で
包み水気をしっかり切る
② ゴボウはささがき、ニンジン
は細切りし、シメジはほぐす
③ ボウルに①と鶏ひき肉・卵・
調味料Ａを入れ、白っぽく粘
りが出るまでよく練る
④ 鍋に調味料Ｂを入れ沸騰さ
せ、だし昆布を取り出す。③

を一口大に丸めながら鍋に
落とし、中火で３分程加熱し、
②を加える
⑤ つくねが浮いてきたら、皿に
盛り付けて、薬味を散らす
■ １人分の栄養値
　 エネルギー…420kcal、たん
ぱく質…26.2g、脂質…19.1g、
カルシウム…65.5㎎、鉄…1.8
㎎、塩分…4.1g
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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

　ノロウイルスによる食中毒が増加しています。食品を取り
扱う場合は手洗いを徹底し、加熱調理をしましょう。

ノロウイルスによる食中毒に注意！

２

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２月生まれの
子

日 程　１～10日生…26日㈫
　11～20日生…27日㈬
　21～28日生…28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（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
18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２月生まれの
子

日程　１～15日生…５日㈫
　16～28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、アンケ
ート、歯ブラシ、手鏡、フェ
イスタオル、筆記用具

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７月生まれの子
日程　１～10日生…19日㈫
　11～20日生…20日㈬
　21～31日生…21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７月・８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23年７月生まれの子
日 程　１～10日生…13日㈬
　11～20日生…14日㈭

　21～31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23年７月・８月生
まれの子

日程　１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

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　４日㈪・18日㈪・25日
㈪　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
１日㈮・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。

プレママ教室①
対象　初妊婦
日 時　26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　７日㈭　午前９時～11
時、12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
実施する医療機関で受診し
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、

郵送された受診券でご確認く
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】　
h ②～④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
※ 特定健診と同時に受診できます。
【共通】　
受診期限　３月30日㈯
問  合先　長寿福祉課　
　K626-1219

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、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　１月19日㈯・26日㈯、２月２日㈯・９日㈯・16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


