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焼津図書館こども映画会
日時　４月20日㈯　午後３時～
４時　会場　焼津図書館２階視聴
覚室　上映作品　おにたのぼう
し、シートン動物記ちび犬チンク、
稲むらの火　問合先　焼津図書館　
K628-2334

第５回正調焼津節伝承会
昭和３年に市民公募から生まれた
「焼津節」には、焼津神社の荒祭
りや水産のまち焼津の情景が歌わ
れています。焼津の文化を今に語
る民謡を歌と踊りで披露します。　
日時　４月21日㈰　午後１時
30分～　会場　焼津公民館大集
会室　出演者　藤

とう

美
び

会
かい

社中（舞踊）　
問合先　焼津の浜言葉を遺す会　
長
は

谷
せ

川
がわ

宅　K625-1500
映画「ひまわり」
沖縄は忘れないあの日の空を
日時　４月20日㈯　午後２時～
４時　会場　焼津文化会館小ホー
ル　入場料　1,000 円　定員　
600人　問合先　藤枝・焼津「ひ
まわり」上映実行委員会　鈴

すず

木
き

宅　
K090-1413-1368

焼津小泉八雲記念館
こども朗読会
「朗読グループかざぐるま」の皆
さんが、八雲の怖い話や不思議な
話を朗読や紙芝居などで披露しま
す。　対象　小学生（保護者との
申込可）　日時　５月19日㈰　
午後２時～　定員　35人（申込
順）　申込方法　４月20日㈯の
午前９時から電話または窓口で　
※月曜休館。　会場・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　５月４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
あかちゃんおはなし会
対象　０～２歳ぐらいの乳児とそ

の保護者　日時　５月１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・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　５月４日
㈷　午後２時～　会場　焼津図書
館１階おはなしコーナー　■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　５月５日
㈷　午後２時～　会場　焼津図書
館２階視聴覚室　内容　ミリ－・
モリー・マンデーおつかいにいく
ほ
か　【共通】　問合先　焼津図書館　
K628-2334

手話を学びませんか
手話奉仕員養成講座（入門課程）
対象　16歳以上の初心者（市内
在住・在勤で①と②の両講座に参
加できる人）　日時　①５月９日
～８月29日の毎週木曜日　午後
７時15分～９時　②５月26日
㈰、６月23日㈰、７月28日㈰、
８月11日㈰　午後１時～４時
30分　会場　①総合福祉会館　
②大井川福祉センター　受講料　
1,200円（テキスト代）　定員　
30人（申込順）　申込方法　４月
27日㈯までに電話で　申込・問
合先　地域福祉課　K626-1127
ディスカバリーパーク焼津
天文科学館のイベント
■サイエンス教室「チャレンジ火
おこし」　対象　どなたでも　日
時　４月28日㈰　午後１時30
分～４時　内容　昔の人たちが実
際に行っていた「まいぎり式」の
火おこしに挑戦します　※悪天候
の場合は内容を変更。　■体験工
作「おっ！本物そっくり指のレプ
リカ」　対象　どなたでも（小学
３年生以下は一人につき保護者一
人の同伴が必要）　日時　４月29
日㈷　①午前11時～　②午後１
時15分～　③午後２時15分～　
④午後３時15分～　参加費　20

0円　定員　各回16人（要整理
券。当日の午前10時から全ての
回の整理券を配布）　【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

傾聴ボランティア養成講座
対象　全日程に出席でき傾聴ボラ
ンティアとして活動できる人　日
程　５月31日㈮、６月７日㈮・
14日㈮・21日㈮（全４回）　午
前10時～午後３時（最終日のみ
午前10時～正午）　会場　大井
川福祉センターほか　受講料　2,5
00円　定員　40人（申込順）　
申込方法　５月10日㈮までに参
加申込書に受講料を添えて窓口で　
※参加申込書の配布場所など、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

子ども専用電話「チャイル
ドライン」受け手養成講座
対象　20～ 65歳の人　日程　
６月８日㈯～８月11日㈰の間で
全５回　会場　藤枝市民活動支援
センター（藤枝市文化センター内）　
受講料　1,500円（資料代）　定
員　20人（申込順）　申込方法　
５月31日㈮までに電話またはフ
ァクスで　※時間など、詳しくは
問い合わせてください。　問合先　
ＮＰＯ法人静岡家庭教育サポート
協会　K・N631-6762

土岐市スポーツ交流前期大
会参加競技チーム
対象　一般競技団体や地域単位の
スポーツチーム　日程　６月２日
㈰　会場　土岐市内各会場　申込
方法　４月27日㈯までに電話で　
※時間など、詳しくは問い合わせ
てください。　申込・問合先　ス
ポーツ振興課　K628-5740

焼津市ジュニアリーダース
クラブメンバー
子ども向け事業の企画や運営など
を行う中高生の自主サークルで
す。　対象　中高校生（同年代の
青少年を含む）　定例会日時　毎
月第２土曜日　午後１時30分～　
会場　焼津公民館　※申込方法な
ど、詳しくは問い合わせてくださ
い。　問合先　社会教育課　K6
62-0511　焼津市子ども会連合
会事務局　K627-7509

赤ちゃんリズム会
赤ちゃんマッサージや音楽遊び、

悩みの相談などを通して、子育て
を応援します。　対象　乳幼児と
その保護者　日時　４月24日～
毎週第２・４水曜日　午前10時
～11時30分　会場　大村公民
館　参加費　月1,100円　申込・
問合先　新婦人事務所　K626-
5409　味

み

元
もと

宅　K629-0569
小学生から高校生のための
夏休み海外派遣
対象　小学３年～高校３年生　日
程　７月25日㈭～８月13日㈫
（８日～18日間）　※派遣先によ
り異なります。　派遣先　米国・
英国・豪州・カナダ・サイパン・
カンボジア・フィジー　内容　ホ
ームステイ・ボランティア・文化
交流・学校体験・英語研修・地域
見学・野外活動な

ど　説明会日時　
５月25日㈯　午後２時～３時
30分　会場　静岡勤労者総合会
館（静岡市葵区）　※申込方法や
参加費、締切日など、詳しくは問
い合わせてください。　問合先　
㈶国際青少年研修協会　K03-
6459-4661　Shttp://www.
kskk.or.jp

平成26年３月新規学校卒
業者求人説明会・企業と高
等学校との交流会
■求人説明会　日時　６月４日㈫　
午前10時30分～正午（受付は
午前10時～）　内容　学卒求人
の提出方法や注意事項などの説明　
■交流会　日時　６月４日㈫　午
後１時45分～４時（受付は午後
１時30分～）　内容　企業と高
校の進路指導担当者との名刺交換　
※ハローワーク焼津・島田管内企
業と志太榛原地区の高校の進路指
導担当者が参加予定。　【共通】　
会場　焼津文化会館小ホール　申
込期限　５月14日㈫　※申込方
法など、詳しくは問い合わせてく
ださい。　問合先　ハローワーク

焼津学卒担当　K628-5155

消費者庁リコール情報サイト
火災・重症などの重大製品事故の
約１割は、製造者がリコールした
製品で発生しています。「消費者
庁リコール情報サイト」をご覧い
ただき事故の防止に役立ててくだ
さい。また、このサイトでは消費
者一人一人にリコール情報を届け
る「リコールメールサービス」も
行っています。　問合先　消費者
庁消費者安全課　K03-3507-88
00　Shttp://www.recall.go.jp

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　子供
用自転車（16㌅）、子供用チェス
ト、一輪車（小４～小６くらい）、
大富中女子半袖シャツ（Ｍサイ

ズ ）、
科学技術高女子夏ブラウス（Ｍ
サイ
ズ ）・夏スカート（66㌢）、一面鏡、
桐だんす、テレビ台、ケース入り
五月人形、２人掛けソファー、チ
ェアベルト、フィットネスＤ

ディーブイディー

ＶＤ、
麻雀パイ、幼児用英語教材セット、
毛布（シングル）、学習机（椅子付）、
座卓、エレクトーン、学習机（ラ
イティング）、将棋セット、豊田
幼稚園制服など（男児用・女児用）、
西町幼稚園通園バッグ、柔道着
（青・白・180㌢）　■ゆずってく
ださい　チャイルドシート、ベビ
ーゲート、ランドセル、鍵盤ハー
モニカ、静清高学生服（170㌢以
上）、藤枝西高女子制服一式（150
㌢くらい）、藤枝順心高制服（17
号）・ブラウス（15号）、焼津中
男女制服、人台（大人女性用）、
婦人用自転車、冷蔵庫、洗濯機、
大井川保育園夏用・冬用制服一式、
機織り機、レジスター、掃除機、
和裁用栽ち板　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。
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焼津さかなセンター祭
日 時　５月３日㈷～５日㈷
　午前９時～午後５時

イ ベント内容　h名物さかなセンター鍋　３日　午後１時～　４
日・５日　正午～（先着500人分・無料）　hカツオ試食会　
３日　午後２時15分～　４日・５日　午後２時～（先着500
人分・無料）h大福引抽選会　３日～５日（マグロなどの豪華
景品が当たります）　hSBSラジオ生中継、書道パフォーマン
ス　３日　hリフティングパフォーマンス、空手演武　４
日　h和太鼓、ダンス　５日

会場・問合先　焼津さかなセンター　K628-1137

G

５/３●▶▶６●プラネタリウム宇宙兄弟

５/３●スーパー土だんご

５/４●手づくり貝殻フォトフレーム

５/５●手づくりミニミニこいのぼり

※イベントの詳細はホームページまたは直接お問い合わせください。

日替わり科学体験。
さぁ W！ ゴールデンウィーク

日替わり科学体験。
期間限定！テレビやマンガで話題の

　　　　　「宇宙兄弟」 もプラネタリウムで！期間限定！テレビやマンガで話題の

　　　　　「宇宙兄弟」 もプラネタリウムで！

５/３●▶▶６●プラネタリウム宇宙兄弟

５/３●スーパー土だんご

５/４●手づくり貝殻フォトフレーム

５/５●手づくりミニミニこいのぼり

※イベントの詳細はホームページまたは直接お問い合わせください。

金・祝 月・休

金・祝

土・祝

日・祝
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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…250ｇ、細ネギ…２本、ニ
ンジン…20ｇ、桜エビ…５ｇ、白
ネギ…５cm、ブロッコリー…20ｇ、
白玉粉…70ｇ、塩…小さじ1/3、
サラダ油・ごま油…各大さじ軽く
１、市販の２倍希釈のめんつゆ・
水…各大さじ２
■ 作り方　
① 大根の皮をむき粗くすりおろす

② 細ネギは小口切り、ニンジンは
みじん切り、桜エビは水で戻し
てからみじん切りにする
③ 白ネギは千切りにして水にさら
す。ブロッコリーは小房に分けゆ
でる
④ 白玉粉、塩、②をボウルに合わせ、
①を汁ごと加え、よく混ぜる。４
等分にし、平らな丸型に整える
⑤ フライパンにサラダ油を中火で

熱し、④を並べてふたをし、こ
んがり焼き皿に盛る
⑥ 小鍋にごま油を熱し、めんつゆ
と水を入れ煮立たせる
⑦ ⑤に⑥をかけ、③の白ネギを天
盛りにしブロッコリーを添える
■ １人分の栄養値
　 エネルギー…277kcal、たんぱく
質…5.7g、脂質…0.7g、カルシウ
ム…94㎎、鉄…1㎎、塩分…2.3g
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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

　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。

始めよう 規則正しい 健康生活

5

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（祝休日を除
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（祝休日を除
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
23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５月生まれの子
日程　１～10日生…20日㈪
　11～20日生…21日㈫
　21～31日生…22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10月生まれの子
日程　１～10日生…８日㈬
　11～20日生…９日㈭
　21～31日生…14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10月生まれの子
日程　23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10月生まれの子
日 程　１～10日生…15日㈬
　11～20日生…16日㈭
　21～31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
対 象　平成22年５月生まれの子
日 程　１～10日生…28日㈫
　11～20日生…29日㈬
　21～31日生…30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

日 時　毎週月曜日（休日を除く）
　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（３日㈷を除
く）　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

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（祝休日を除
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
持 ち物　健（検）診結果票、健
康手帳（持っている人）

骨粗しょう症検診
対象　20歳以上の女性
日 時　15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　骨密度検査
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。

プレママ教室②
対象　妊婦
日 時　10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
　平成25年度の各種健（検）
診の受診券は発送準備中です。

　受診券が届いたら、早めに受
診しましょう。
■ 平成25年度の各種健（検）
診の対象者

① 特定健診…40歳以上で焼津
市国民健康保険・後期高齢者
医療の人や生活保護を受けて
いる人
※ 大井川地区にお住まいの人は
９月と12月に集団健診が実
施されるほか、指定医療機関
で個別健診を受診できます。
② 肝炎検診…40歳以上で過去
に受診していない人
※ 平成26年３月31日現在の
年齢が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歳以上の人
※４月１日現在の年齢が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
※ 今年度の無料クーポン券対象
者を除き、20歳代は２年に
１回。
⑥ 乳がん検診（問診・視診・触
診・エコー検査、マンモグ
ラフィ検査）…30歳以上の
女性
※ 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歳代以上は視触
診とマンモグラフィ検査を
２年に１度受診しましょう。
今年度の無料クーポン券対
象者は２年連続で受診でき
ます。視触診のみを実施後、
エコーまたはマンモグラフ
ィ検査を実施する医療機関
で受診することも可能です。
詳しくは受診券で確認してく
ださい。

⑦ 歯科健診…平成26年３月
31 日現在の年齢が 35・
40・45・50・55・60・
65・70・75歳の人
⑧ 胃がん検診…35歳以上の人
（要予約）
※ 集団検診はバリウム検査の
み。個別検診はバリウム検査
と内視鏡検査のどちらかを選
べます。詳しくは受診券で確

認してください。
【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。

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
診を受けられません（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。

h ②～④は①と同時に受診でき
ます。

h 市立総合病院で⑤と⑥を受診
する場合は予約が必要です。

h 受診場所は受診券で確認して
ください。

生活機能評価
　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。
※ 大井川地区では「はつらつシ
ニア健診」という名称で実施
していましたが、今年度から
「生活機能評価」という名称
に統一します。
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。自治会に加入し
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、各公民館、
保健センターの窓口でお受
け取りください。

■認知症に関する電話相談　対象　どなたでも　日時　４月20日㈯・27日㈯、５月11日㈯・18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


