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焼津図書館
あかちゃんおはなし会
４月から赤ちゃん向けのおはなし
会を始めます。毎月第１水曜日に
開催します。　対象　０～２歳ぐ
らいの乳児とその保護者　日時　
４月３日㈬　午前10時30分～
（15分程度）　会場　焼津図書館
１階おはなしコーナー　内容　手
遊びや絵本の朗読　問合先　焼津
図書館　K628-2334
焼津図書館
おはなし会
■おはなし会（幼児から楽しめる
絵本や紙芝居）　日時　４月６日
㈯　午後２時～　会場　焼津図書
館１階おはなしコーナー　問合先　
焼津図書館　K628-2334
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　４月６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
志太マンドリン・ギターアン
サンブル　サロンコンサート
日時　４月７日㈰　午後２時～
（開場は午後１時30分）　会場　
市民ホールおかべ（藤枝市岡部町
内谷）　演奏曲　ルージュの伝言、
ロシア民謡メドレーなど　問合先　
鷲
わし

山
やま

宅　K643-7586

まなぶ
歴史民俗資料館
歴史文化講演会
志太地域に残る木

もく

喰
じき

（全国に自作
の仏像を残した江戸時代後期の遊
行僧）の作による仏像を中心にそ
の足跡をたどります。　対象　ど
なたでも　日時　４月20日㈯　
午後２時～３時40分（受付は午
後１時30分～）　会場　焼津文
化会館３階会議室　演題　木喰さ
んの旅～志太で彫った仏様～　講
師　八

や

木
ぎ

勝
かつ

行
ゆき

さん（焼津市文化財
保護審議会委員）　定員　120人
（申込順）　申込方法　３月23日
㈯の午前９時から電話または窓口
で　※月曜休館。　問合先　歴史

民俗資料館　K629-6847

ディスカバリーパーク焼津
天文科学館のイベント
３月20日㈷からプラネタリウム
で３つの新番組がスタートしま
す。　■あなたの知らない星座の
世界　対象　小学生以上　投影期
間　３月20日㈷～７月７日㈰　
時間　平日…午後２時～　土日・
祝日…午後１時～、午後３時～、
午後５時30分～　内容　知って
いそうで知らない星座の世界をお
話します　■W

ウ イ

e a
ア ー

re A
エイリ ア ン ズ

liens！
ボクらは宇宙人　対象　小学高学
年以上　投影期間　３月20日㈷
～12月８日㈰　時間　平日…午
後４時～　土日・祝日…午後２時
～、午後４時～　内容　大迫力の
C
シージー

G映像で宇宙人を探す宇宙旅行
に出掛けます　■たいようくんと
おつきちゃん　対象　幼児～小学
低学年　投影期間　３月20日㈷
～９月１日㈰　時間　土日・祝日
…午前11時～　【共通】　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）　※途中入
場不可。投影日時を変更する場合
がありますので事前に確認してく
ださい。　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://
discoverypark.jp
サンライフ焼津パソコン教室
■はじめてのパソコン講座（ゆっ
くり学ぶ）　日時　①４月３日～
６月26日の毎週水曜日　午前９
時30分～11時30分　②４月
６日～６月29日の毎週土曜日　
午後３時30分～５時30分　③
４月７日～６月30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　
①４月４日～６月27日の毎週木
曜日　午前９時30分～11時
30分　②４月５日～６月28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

ガンバルーン体操教室
■焼津会場（サンライフ焼津）　
日時　４月５日～26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　４
月２日～23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

歴史民俗資料館友の会会員
歴史民俗資料館では、展示室の監
視業務やイベント補助をするボラ
ンティア組織「友の会」の会員を
募集しています。会員相互の交流
や自己啓発などを目的に館外研修
も実施します。　年会費　1,000
円　申込方法　窓口で　※月曜休
館。　申込・問合先　歴史民俗資
料館　K629-6847

ほほえみフリーマーケット
５月12日㈰に開催する「チャリ
ティー・フリーマーケット i

イン

nほ
ほえみ」への出店者を募集します。　
募集店舗数　50店（申込順）　区
画サイズ　縦２㍍×横３㍍　出店
料　500円　申込方法　４月25
日㈭の午後５時までにホームペー
ジにある所定の申込書に出店料を
添えて窓口または現金書留で　※
雨天の場合は５月19日㈰に開
催。応募条件や申込先など、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大井川
支所　K662-0610　Shttp://
yaizu-shakyo.or.jp

かるがも自然学級
シルバー人材センター会員との農
業体験を通じて、世代間交流や命
の大切さ、食について学びます。　
対象　３～７歳児とその保護者　
期間　５月～平成26年２月の土
曜または日曜日（期間８～10日
程度）　会場　宗高地区　参加費　
3,300円　定員　５組（申込順）　
申込方法　４月16日㈫までに電
話で　申込・問合先　焼津市シル
バー人材センター大井川事務所　
K622-5852

市民スポーツ祭
■ソフトバレーボール大会　対象　
①混成Ａ…18歳以上の男女各２
人　②混成Ｂ…40歳以上の男女

各２人　③混成Ｃ…55歳以上の
男女各２人　④レディース…18
歳以上の女性４人　日時　４月
28日㈰　午前８時30分～　会
場　総合体育館　参加費　１チー
ム3,000円　申込方法　４月７
日㈰までにはがきに住所・氏名・
電話番号・出場種目を記載して郵
送で　申込・問合先　〶425-00
31　小川新町1-4-26　遠

とお

勢
せ

宅　
K627-4376

ソフトテニスナイタースクール
対象　市内在住・在勤・在学（中
学生以上）の人　※中学生の参加
者は保護者が必ず送迎してくださ
い。　日時　４月13日～８月３
日の毎週土曜日（全17回）　午
後６時～７時30分（集合は午後
５時40分）　会場　漁船員テニ
スコート　参加費　6,500円　定
員　50人（申込順）　申込方法　
４月13日㈯の午後５時15分か
ら会場で　申込・問合先　焼津市
ソフトテニス協会事務局　天

あま

野
の

宅　
K620-3619

バウンドテニス初心者教室
対象　18歳以上で市内または藤
枝市に在住・在勤の人　日時　４
月２日㈫～７月30日㈫の間の
16回　午後７時～９時　会場　
総合体育館　参加費　１回300
円（保険料含む）　持ち物　体育
館シューズ　※ラケットは貸し出
し可。　申込方法　３月31日㈰
までに電話で　申込・問合先　焼
津市バウンドテニス協会事務局　
八
や

木
ぎ

宅　K627-3984

フラダンス講習
日時　４月～平成26年３月　①
毎月第３日曜　午後１時30分～
３時　②毎月第１木曜　午後７時
～８時30分　【共通】　会場　港
公民館　参加費　１回550円　定
員　各20人　※申込方法など、
詳しくは問い合わせてください。　
問合先　焼津国際交流黒潮　池

いけ

田
だ

宅　K628-7864（夜間）

スクエアダンス初心者教室
対象　どなたでも　日時　４月５
日～９月27日の毎週金曜日　午

後７時～９時　会場　総合福祉会
館３階多目的ホール　参加費　月
2,000円（別途テキスト代1,100
円）　定員　男女各10人（申込
順）　申込方法　４月30日㈫ま
でに電話で　申込・問合先　焼津
レクリエーション協会スクエアダ
ンスクラブ　神

かみ

谷
や

宅　K628-4979

企業見学会「ワークラリー
しずおか」参加企業
県では、就職活動を控えた学生に
「働く現場」を見学してもらい自
社の魅力を直接伝えたい企業を募
集します。　開催期間　８月１日
㈭～平成26年２月28日㈮の間
で参加企業が指定する日時　募集
企業数　100社程度　申込期限　
３月29日㈮　※開催方法や申込
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

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　雛人形
七段飾り、兜

かぶと

飾り五月人形、ケー
ス入り雛人形七段飾り、大将飾り
五月人形、雛人形三段飾り、ケー
ス入り五月人形（鐘

しょう

馗
き

様）、健康器
具（サイドステッパー）、学習机（椅
子付）、エレクトーン、サイドボー
ド、スチール戸棚、ロッキングチ
ェア、和裁用裁ち物板、大富小校
服上着のみ（130㌢・135㌢）、耐
火金庫、プロパンガスファンヒー
ター（ＬＰガス）、柔道着（180㌢）、
剣道着（180㌢）、小川小体操着上
下２組（Ｍサイ

ズ ）　■ゆずってくださ
い　自転車荷台用ステンレス製カ
ゴ、エプロン、洗濯機、麻雀パイ・
マット、篆

てん

刻
こく

用印床、マイク・ア
ンプ、港幼稚園園服（年少）・通園
カバン、シルバーカー、島田樟誠
高制服（170～175㌢）他用品
一式、婦人用自転車、和田中女子
制服（150㌢）、プリンター　問合
先　生活安全課　K626-1131

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
。

　大井川児童センターとまとぴあ公式サイトが、市内の子育
て情報を一カ所に集めた「子育て応援サイトとまとぴあ」に生
まれ変わりました！ぜひアクセスしてみてください。

子育て応援サイト「とまとぴあ」オープン！

Ｕ
ユーアールエル

ＲＬ　　　http://tomatopia-yaizu.com/
Ｑ
キューアール

Ｒコード　読み取り機能が付いた携帯電話の場合は、
　　　　　　右のQRコードをご利用ください
問合先　児童課　K626-1137

お知らせ
■福祉講演会・相談会　対象　どなたでも　日時　３月19日㈫　午後２時～　会場　焼津公民館３階大集会室　演題　障害者の自助努力と自立～何が必要で何が大事
　なのか～　講師　平

ひら

田
た

厚
あつし

さん（静岡福祉文化実践研究所代表）　定員　100人（当日先着順）　問合先　焼津市身体障害者福祉協会　西
にし

川
かわ

宅　K623-6351

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）
　 白菜…２枚（200ｇ）、ニンジ
ン…10ｇ、油揚げ…２枚、鶏
ひき肉…100ｇ、調味料Ａ（塩・
こしょう…少々、しょうゆ・酒・
片栗粉…各小さじ１）調味
料B（しょうゆ・砂糖・酒…
各大さじ１）、だし汁150ｍｌ
■ 作り方　
①  白菜はゆでる。ニンジンは

5cmの拍子切りにしてゆで
る
② 油揚げは熱湯で湯通しする
③ ボウルに鶏ひき肉と調味料
Aを入れてよく混ぜる
④ 白菜を広げ、上に③をのせ
て、ニンジンを芯にして巻く
⑤ ②の1辺を切って広げ、④
を詰めてつまようじで留める
⑥ 鍋に調味料Ｂとだし汁を入

れて一度煮立てたら⑤を入
れ、弱火で15分くらい煮る
⑦ つまようじをはずし、２つに
切って皿に盛り、煮汁を回し
かける
■ １人分の栄養値
　 エネルギー…234kcal、たん
ぱく質…13.6g、脂質…13.7g、
カルシウム…111㎎、鉄…1.5
㎎、塩分…1.9g
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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

　20本以上の歯があれば食事が満足にできるといわれてい
ます。楽しく充実した食生活を送り続けるため、80歳にな
っても 20本以上自分の歯を保つ「8020」を目指しましょう。

歯みがきを 続けて保とう 丈夫な体

４

日 程　１～10日生…23日㈫
　11～20日生…24日㈬
　21～30日生…25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㈭のみ実施（受付時間は
午前９時30分～10時30分）。

２歳児歯みがき教室
対 象　平成23年４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

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24年９月生まれの子
日程　１～10日生…３日㈬
　11～20日生…４日㈭
　21～30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24年９月生まれの子
日程　18日㈭
受 付時間　午前９時15分～９時
30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９月生まれの子
日 程　１～10日生…９日㈫
11～20日生…10日㈬

　21～30日生…11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９・10月生
まれの子

日程　12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
対 象　平成22年４月生まれの子

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

行列の
できる血圧・血糖相談
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　健診結果（血圧や血糖な
ど）から体の状態を知り、生
活習慣について考える。
持 ち物　健診結果、健康手帳（持
っている人）

プレママ教室①
対象　初妊婦
日 時　９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、筆記用具

健診・検診
　平成24年度の各種健（検）
診の受診期限は、３月30日㈯
までです（結核・肺がん検診は
既に終了）。未受診の人は３月
30日㈯までに受けてください。
■ 平成25年度の各種健（検）
診受診券発送について

◆焼津地区にお住まいの人
 ① 特定健診・がん検診等受診券
…焼津市国保・後期高齢者・
生活保護受給者、社会保険
（協会けんぽ・保健組合など）
の人（特定健診・上乗せ健診・
生活機能評価・肝炎・前立腺
がん・大腸がん検診）
発送時期　５月上旬
※ 社会保険（協会けんぽ・保険

組合など）の人（被扶養者
を含む）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。
② 子宮がん・乳がん検診受診券
（子宮がん・乳がん・骨粗し
ょう症検診）
発送時期　５月下旬
※ 無料クーポン券対象者には受
診券と無料クーポン券を送付
します。
③胃がん検診受診券　
発送時期　４月中旬
④ 結核健康診断・肺がん検診受
診券　
発送時期　６月中旬
⑤成人歯科健診受診券　
対 象　35・40・45・50・55・
60・65・70・75歳の人
※ 平成 25年度から35歳と
75歳の人も対象になります。
発送時期　４月中旬
◆大井川地区にお住まいの人
① 特定健診・がん検診等受診券
（そら色）…焼津市国保・後
期高齢者・生活保護受給者
（特定健診・上乗せ健診・生
活機能評価・肝炎・前立腺
がん・大腸がん・結核・肺
がん検診）
発送時期　５月上旬
② がん検診等受診券（ピンク色）
…社会保険（協会けんぽ・
保健組合など）の人（上乗
せ健診・生活機能評価・肝炎・
前立腺がん・大腸がん・結核・
肺がん検診）
発送時期　５月上旬
③ 子宮がん・乳がん検診受診券
（子宮がん・乳がん・骨粗し
ょう症検診）
発送時期　５月下旬
※ 無料クーポン券対象者には受
診券と無料クーポン券を送付
します。
④胃がん検診受診券
発送時期　４月中旬
⑤成人歯科健診受診券
対 象　35・40・45・50・55・
60・65・70・75歳の人
※ 平成 25年度から35歳と
75歳の人も対象になります。
発送時期　４月中旬

【注意事項】
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）診実施医療機関に
ついては、郵送される受診
券でご確認ください。

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）
■ 平成25年度の受診券発送
発送時期　５月上旬
問  合先　長寿福祉課　
　K626-1219

平成25年度用焼津市健
康ガイドを配布しました
　３月上旬に「平成25年
度用焼津市健康ガイド」を
自治会を通じて各戸に配布
しました。
　親と子の健診・相談や予
防接種のこと、がんなどの
健（検）診一覧、知って得
する健康情報など健康につ
いての重要な情報が多数掲
載されていますので、必ず
読んで１年間保管してご利
用ください。
※ 自治会へ加入していない
人は市民課（市役所本館
２階）、大井川市民サービ
スセンター、大井川公民
館、保健センターの窓口
でお受け取りください。

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。

■認知症に関する電話相談　対象　どなたでも　日時　３月16日㈯・23日㈯・30日㈯、４月６日㈯・13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


