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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　３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・むかしばなしの部屋
■おはなし会（幼児から楽しめる
絵本や紙芝居）　日時　３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　３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）　対
象　６歳ぐらいから　日時　３月
３日㈰　午後３時～　会場　焼津
図書館２階視聴覚室　内容　びん
ぼうこびとな

ど　【共通】　問合先　
焼津図書館　K628-2334

焼津市青少年ボランティア
人材バンク活動発表会
「ボランティアとはどういうこと
なのか」「日常生活の中で自分に
できることはないか」など、さま
ざまな人との交流を通して新たな
自分を発見します。　対象　ボラ
ンティア活動に興味がある中学生
以上の人　日時　３月16日㈯　
午後１時30分～４時　会場　焼
津公民館大集会室　定員　50人
程度　問合先　社会教育課　K6
62-0511

歌とピアノのドイツクラシ
ックコンサート
日時　３月10日㈰　午後２時～
４時　会場　焼津公民館大集会室　
出演　歌…塩

しお

澤
ざわ

直
なお

美
み

＆
アンド

コーロマリ
ソール、倉

くら

藤
とう

理
り

大
お

さん　ピアノ…
大
おお

塚
つか

由
ゆ

季
き

さん、村
むら

上
かみ

夢
ゆめ

子
こ

さん、八
や

木
ぎ

葉
よう

子
こ

さん　定員　100人　※
焼津公民館と市民協働課で配布す
る整理券が必要です。　問合先　
焼津市日独友好協会　萩

はぎ

原
わら

宅　K
628-4702
モラロジー生涯学習セミナー
心新たに生きる
日時　２月 26日㈫・27日㈬　

午後６時30分～９時（受付は午
後６時から）　会場　総合福祉会
館３階多目的ホール　内容　日常
生活におけるさまざまな問題や課
題に対処するための手掛かりを学
ぶ　※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　焼津モラロジー事務所　
K627-1986

まなぶ
ディスカバリーパーク焼津
天文科学館
■べっこう飴を作ろう　対象　ど
なたでも　日時　２月24日㈰　
午後１時30分～４時　■大人の
ための天文・科学教室「大潮、満
ち潮、干潮ってなに！？」　対象　
16歳以上　日時　３月10日㈰　
午後２時～２時45分　内容　月
の動きと潮の満ち引きについて分
かりやすく解説します　定員　25
人（当日先着順）　■アロマセラ
ピープラネタリウム vol.12　対
象　16歳以上　日時　３月16
日㈯　午後７時～８時30分　内
容　満天の星空の光と大きな宇宙
とそこからイメージするオリジナ
ルアロマに包まれてゆったりとし
た時間を過ごす　参加料　1,000
円　定員　165人（申込順）　申
込方法　電話または窓口で　【共
通】　会場・申込・問合先　ディ
スカバリーパーク焼津天文科学館　
K625-0800　Shttp://disco
verypark.jp
しゃべくり・タウントーク
～公民館がいかに地域社会
を変えるか～
対象　社会教育や公民館活動に関
心のある人　日時　３月９日㈯　
午後１時30分～　会場　焼津公
民館第５・６会議室　内容　研究
事例発表と分科会　定員　50人
（申込順）　申込方法　電話または
氏名・住所・電話番号を記入しフ
ァクスで　問合先　社会教育課　
K662-0511　N662-0630
サンライフ焼津
パソコン無料体験教室
■水曜日コース　日時　３月６日
～27日　午後１時～３時　■日
曜日コース　３月３日～31日　午

後１時～３時　【共通】　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　K
627-3377
講演会
発達障害の理解と支援
対象　市民　日時　２月25日㈪　
午後２時30分～４時（午後２時
開場）　会場　総合福祉会館３階
多目的ホール　内容　発達障害に
ついての理解を深め、家族や支援
者の適切な対応を学ぶ　講師　杉

すぎ

山
やま

登
と

志
し

郎
ろう

さん（浜松医科大学青年
期精神医学講座特任教授）　定員　
200人（申込順）　申込方法　２
月22日㈮までに電話またはファ
クスで　申込・問合先　社会福祉
法人高

こう

風
ふう

会
かい

暁
あかつき

　K620-9202　N
629-6022

合気道子ども無料体験教室
対象　小学生　日時　①３月７日
～28日の毎週木曜日　②３月９
日～30日の毎週土曜日　各日午
後７時～８時30分　会場　①焼
津中央高校　②大井川体育館　服
装　運動のできる服装　定員　各
15人（申込順）　申込方法　電話
で　申込・問合先　焼津合気道協
会事務局　畑

はた

口
ぐち

宅　K090-7916
-9361

プラサ ヴェルデ フォトコ
ンテスト
総合コンベンション施設「プラサ
ヴェルデ」が平成26年夏・沼津
駅前にオープンすることを記念
し、施設内を装飾する風景写真を
募集します。　募集期限　５月
31日㈮（必着）　テーマ　とって
おきの「千本松原」や「富士山」　
※募集要項など、詳しくは問い合
わせてください。　問合先　県ふ
じのくに千本松フォーラム整備課　
K221-3528

第63回静岡県勤労者総合
美術展出品作品
応募資格　県内で働く人　募集作
品　絵画（油絵・水彩画・版画・
日本画・水墨画な

ど）、書、写真、
手工芸な

ど　応募期間　２月25日
㈪～３月15日㈮　作品受付期限　
３月29日㈮　展示会場　グラン
シップ展示ギャラリー（静岡市駿
河区）　展示期間　４月10日㈬
～14日㈰　※応募方法など、詳
しくは問い合わせてください。　
問合先　一般社団法人静岡県労働

者福祉協議会　K221-6241　S
http://www.s-cnet.ne.jp/~s
cn00855/

子育て応援サイトオープン
３月に大井川児童センターとまと
ぴあの公式サイトが「焼津市子育
て応援サイトとまとぴあ」に生ま
れ変わります。「つながる子育て」
をキーワードに市内の幼稚園や保
育園の紹介や子育て親子向けイベ
ント情報、子育てサークルなどの
情報を発信していきます。詳しく
は広報やいづやホームページでお
知らせします。　問合先　児童課　
K626-1137

電話傾聴ボランティア活動
いろいろな理由で「話したくても
話す人がいない」「話す機会がな
い」など、孤独になりがちな人の
心に寄り添いながらお話を電話で
聴く活動を行っています。　活動
日時　木曜日（第５木曜日と祝休
日は除く）　午後１時30分～３
時30分　※１回につき30分程
度。　電話番号　629-0900　問
合先　焼津市社会福祉協議会　
K621-2941

第９回山の手さくら祭り
日時　２月24日㈰　午前10時
～（雨天の場合は、３月３日㈰）　
会場　朝比奈川堤２㌔の桜並木
（関方）　※案内看板があります。　
内容　河津系早咲き桜の開花鑑賞
会、地場産品の即売会　問合先　
山の手未

み

來
らい

の会　勝
かつ

岡
おか

宅　K627
-6918

相続に関する無料相談会
日時　３月２日㈯　午後１時30
分～４時　会場　焼津公民館会議
室５　内容　行政書士による遺産
分割協議などに関する相談　定員　
10人程度（申込順）　申込方法　
前日までに電話で　※随時、無料
相談を受け付けていますので問い
合わせてください。　申込・問合
先　相続支援連絡会　萩

はぎ

山
やま

宅　K
631-7360

津波対策への寄附募集
県では、県が実施する津波対策の
推進を目的とした寄附募集を始め
ています。集まった寄附金は県全
域を対象として県が行う防潮堤な
どの建設に活用します。寄附申出
書は各県総合庁舎で配布するほか
県ホームページから印刷できま
す。　問合先　県交通基盤部管理
局経理監　K221-2222　Shtt

p://www.pref.shizuoka.jp/
kensetsu/ke-020/tsunami-
kifu01.html
岩手県陸前高田市
奇跡の一本松保存募金
東日本大震災の大津波に耐えた高
田松原の一本松を復興の象徴とし
て新しい形で残していくため募金
協力をお願いします。　■募金方
法　口座振込　振込先…岩手銀行
高田支店（033）普通2051836　
名義…奇跡の一本松保存募金代表
陸前高田市長戸

と

羽
ば

太
ふとし

または、ゆう
ちょ銀行02290-9-127013　名
義…奇跡の一本松保存募金　現金
書留　送付金額・住所・氏名・電
話番号を記入し郵送する　カード
決済　F

フ ェ イ ス ブ ッ ク

acebookから「がんば
っぺし陸前高田」で検索し奇跡の
一本松募金のページで詳細を確認
してください　申込・問合先　〶
029-2292　陸前高田市高田町
字鳴石42-5　陸前高田市都市計
画課　K0192-54-2111（内線
461）

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　シルバ
ーカー、学生服上着のみ（185A
サイ
ズ ）、テレビ台（42㌅用）、学習机
（椅子付）、子ども用ベッド、兜

かぶと

飾
り五月人形、電子レンジ、子ども
用長靴（20㌢・21㌢）、盆棚（木
製・組立式）、ランドセル（オレン
ジ）、背負えるベビーカー（布製）、
ベビーカー（Ｂ型）　■ゆずってく
ださい　子ども用自転車（12㌅以
下）、女児用自転車（18～20㌅）、
男児用自転車（20㌅）、婦人用自
転車、ダイニングテーブルセット
（４人用）、食器棚、大人用紙おむ
つ（Mサイ

ズ ）、室内用幼児鉄棒、ソ
フトベビーチェア、焼津チャンピ
オンのスイミングバッグ、チャイ
ルドシート（１～３歳用）、炊飯器
（５合炊）、一人用２ドア冷蔵庫、
ベビーベッド、ベビーハイチェア、
ビデオデッキ（V

ブイエイチエス

HS）、足踏みミ
シン、ワープロ（書院）、子ども用
スノーボード（120～130㌢）、
プロパン用ガス台（２口）、小型物
置（高さ120～150㌢）、ＬＰガ
スファンヒーター、エレキギター、
エレキベース、ソファ　問合先　
生活安全課　K626-1131

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。
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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

■�材料（２人分）
　�大根…300ｇ、細ネギ１本、
ごま油…大さじ１、干しサク
ラエビ…２g、かつお節…３g、
ポン酢しょうゆ（市販品）…
大さじ２

■�作り方　
①�２㎝の厚さの大根の輪切り
を２つ作る。それぞれ皮を

むき十文字に浅く切り込み
を入れ、下ゆでする。残りの
大根はすりおろす
②細ネギは小口切りにする
③�フライパンにごま油を熱し、
水分を拭き取った輪切りの
大根を入れ、両面に軽く焼
き色がつくまで焼く
④�③を器に盛り、大根おろし、
細ネギ、かつお節、干しサ

クラエビをのせ、ポン酢しょ
うゆをかける

■�１人分の栄養値
　�エネルギー…101kcal、たん
ぱく質…3.3g、脂質…0.3g、
カルシウム…63㎎、鉄…0.5
㎎、塩分…1.3g
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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

　健（検）診の受診期限が迫っています。早めに受診しまし
ょう。

受けよう健診！年に一度の健康チェック

３

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
11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３月生まれの子
日程　１～15日生…４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23年２・３月生ま
れの子

日程　１日㈮
受�付時間　午前９時～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　午後１時～
３時（要予約）
会場　保健センター

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８月生まれの子
日程　１～10日生…６日㈬
　11～20日生…７日㈭
　21～31日生…12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８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㈮
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
対�象　平成22年３月生まれの子
日�程　１～10日生…19日㈫
　11～20日生…22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（祝日を除く）

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②
対象　妊婦
日�時　７日㈭　午後１時30分
～３時30分（要予約。当日
の受付開始は午後１時15分）
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

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
※�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
ポン券対象者は受診できます）

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。30歳代は
視触診とエコー検査、40歳
以上は視触診とマンモグラフ
ィ検査を２年に１度受けまし
ょう（今年度の無料クーポン
対象者は受診できます）。視
触診のみ実施する医療機関で
受診後、まだエコー検査やマ
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月末までに全てを終了でき
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　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�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）
受�診場所　指定医療機関
受診期限　３月30日㈯
問��合先　長寿福祉課　
　K626-1219

健（検）診の期限は
３月30日㈯です

　脳卒中や心筋梗塞、がん
などの大きな病気は、初期
は全く自覚症状がありませ
ん。健（検）診は自分では
気づかない体の中の変化を
見つけるチャンスです。
　毎年健（検）診を受け、
病気を初期の段階で見つ
け、生活習慣を見直して適
切な治療をすれば、医療費
の自己負担も少なくて済
み、健康で長生きすること
ができます。
　健（検）診は費用の一部
負担で受診でき、無料にな
る制度もあります。積極的
に健（検）診を受けましょ
う。
※�健（検）診を受けるには
受診券が必要です。見当
たらない人は問い合わせ
てください。
問�合先　健康増進課
　K627-4111

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　２月16日㈯・23日㈯、３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


