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休日当番医と休日当番薬局 変更になる場合がありますので、
当日の新聞で確認してください。

6 月 の 生 活 情 報
h不燃・資源物の回収日は、市民カレンダーをご覧ください。
h詳しくは各問合先に問い合わせてください。

水道工事休日当番店
日付
５日㈰

時 間 午前８時 30 分〜午後５時
問合先 各当番店

当番店・電話
㈲見崎設備
K628-9512

日付

当番店・電話

19 日㈰

㈲村本配管工業
K624-9556

■診療時間 午前８時 30 分〜午後５時
※歯科は午前９時〜午後３時。☆印は午前９時〜午後５時。
■地域の休日・夜間の当番医を知りたいとき（フリーダイヤルによる案内）
問合先 静岡県救急医療情報センター 10800-222-1199
■薬に関して質問があるとき
受付時間 月〜金曜日 午前９時〜正午、午後１時〜４時 30 分（祝日を除く）
問合先 静岡県薬剤師会医薬品情報管理センター K281-9998
日付

５日㈰

■犬・猫の新しい飼い主を募集
猫３匹が新しい飼い主を待っています。
問合先 環境生活課 K662-0571
■どうしても飼えなくなった犬・猫がいるとき
中部保健所衛生薬務課（K644-9283）にご相談ください。

民

相

談

消費生活相談
人

権

相

談 毎週木曜日

行

政

相

談 ６日㈪・20 日㈪

9:00 〜 16:00

☆ 司 法 書 士 相 談 13 日㈪

13:00 〜 16:00

☆ 弁 護 士 相 談 毎週水曜日

10:00 〜 12:00
13:00 〜 15:00

建築よろず相談
登記・測量相談

13:00 〜 15:00

労

談 16 日㈭

13:30 〜 16:00

☆ 公 証 人 相 談 28 日㈫

13:30 〜 16:00

働

相

☆ 消 費 生 活 相 談 10 日㈮・24 日㈮
権

相

談 毎週木曜日

13:00 〜 15:30

行

政

相

談 ９日㈭・23 日㈭

13:00 〜 15:30

■女性相談
（会場は予約時にお伝えします。1人1時間程度）
…家族や職場の相談など
予約・問合先 市民協働課 K626-1178
相談の種類
予約受付日程
時間
女 性 相 談 ２日㈭・９日㈭・16 日㈭・23 日㈭・30 日㈭ 9:00 〜 11:30
☆（
面 談 形 式 ）１日㈬・15 日㈬
13:30 〜 16:00

談 14 日㈫

13:00 〜 14:00

■青少年教育相談センター（市役所大井川庁舎 1 階）での相談
問合先 青少年教育相談センター K662-0513 Qkyouikusoudan@city.yaizu.lg.jp
相談の種類

日程

青少年教育相談 月〜金曜日（メール相談は随時受付）

時間
8:30 〜 17:00

■こども家庭相談課（市役所アトレ庁舎１階）での相談
問合先 こども家庭相談課 K626-1165 Qjidousoudan@city.yaizu.lg.jp
相談の種類
日程
時間
家庭児童相談
発
相談室

達

相

談

東京薬局（栄町３）

K628-2370

小長谷内科消化器科医院（栄町６）

K628-5661

岩田クリニック（宗高）☆

K662-2311

歯科

耳鼻科
19 日㈰

月〜金曜日

8:30 〜 17:15

大久保医院（上小杉）

K622-2500

吉田医院（利右衛門）☆

K622-0108

河村歯科診療室（本町２）

K631-4618

ハロー薬局（栄町６）

K621-4646

フレンド薬局（中新田）

K624-9390

マイ薬局（上小杉）

K662-1677

コスモ薬局（本町２）

K621-3771

あお空薬局（宗高）

K664-0277

大井川ふれあい薬局（利右衛門）

K662-0411

のがきクリニック（石津）

K656-0101

杉山整形外科医院（西小川４）

K628-2733
K620-4114

あまの耳鼻咽喉科クリニック（藤枝市田中３）☆ K646-3313

眼科

焼津駅前眼科（駅北１）

歯科

キャロットクリニック小田歯科（中新田）K623-6480

当番薬局

K626-8240

よつば薬局（石津）

K625-0005

コスモ薬局（本町２）

K621-3771

こがわ薬局（西小川４）

K639-6297

内科／小児科 たきいクリニック（相川）☆

26 日㈰

K623-0805

K622-8525

内科／外科

岡本石井病院（小川新町５）

K627-5585

小児科

西焼津クリニック（西焼津）

K626-0121

耳鼻科

やいづ６丁目耳鼻咽喉科（焼津６）

K620-6001

あきにわ歯科（下小田）

K624-9845

むつごろう薬局焼津店（西焼津）

K620-8801

すばる薬局（焼津６）

K627-2831

歯科
当番薬局

夜間の診療など
■志太榛原地域救急医療センター
診療科目 内科、小児科
受付時間 h月〜木曜日…午後７時 30
分〜 10 時 h金〜日曜日…午後７時
30 分〜翌日午前７時
※４日㈯・11 日㈯・18 日㈯・25 日㈯
の午後 10 時以降は、診療科目が小児
科のみとなります。
問合先 志太榛原地域救急医療センター
K644-0099

■静岡こども救急電話相談 #8000
相談時間 h月〜金曜日（休日を除く）
…午後６時〜翌日午前８時 h土曜
日…午後１時〜翌日午前８時 h日
曜・祝日…午前８時〜翌日午前８時
相談番号 h携帯電話やプッシュ回線の
固定電話から…＃ 8000（短縮番号）
hＩＰ電話やダイヤル回線の固定電話か
ら…K247-9910
問合先 県地域医療課 K221-2406

■権利擁護相談 成年後見制度の利用や高齢者・障害者の権利擁護についての相談を行っています。 日程 毎月第２水曜日 午後１時 30 分〜４時 30 分 会場 総
合福祉会館 ※１組 30 分の予約制です。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

７ 月 の 健 康 の 窓
予約・問合先
健康増進課

〶 425- 0035 東小川 1-8-1
K627-4111 N627-9960

行列の
できる

血圧・血糖相談

①〜⑥は緑色の魚河岸柄封
筒、⑦・⑧は紫色の魚河岸柄封
筒でお送りします。紛失しない
よう、ご注意ください。
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
※受診券は５月に発送しました。
②肝炎検診 40 歳の人 ･41 歳
以上で過去肝炎検診未受診
の人
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
⑤胃がん検診 40 歳以上の人、
検診車による集団検診は 74
歳までの人
※集団検診はバリウム検査、個
別検診は内視鏡検査または
バリウム検査の選択です。
※要予約。詳細は「特定健診・
がん検診等受診券」に同封の
「検診ご利用案内」を参照。
⑥ピロリ菌胃がんリスク検診
35･45･50･55･60･65･70
歳の人（40 歳以上の人は胃
がん検診との選択です）
⑦子宮がん検診 20 歳以上の
女性
※ただし昨年度受診していない
人（今年度の無料クーポン券
対象者は受診できます）
。
※受診券は６月上旬発送予定。
⑧乳がん検診 30 歳以上の女
性
※ただし昨年度受診していない
人（今年度の無料クーポン券
対象者は受診できます）
。
※受診券は６月上旬発送予定。

対象 どなたでも
日時 月〜金曜日（祝日を除く）
健康も 楽しい食事も いい歯から
午前９時〜11時、午後１時
30分〜４時（要予約）
おいしく楽しい食事ができるよう、食後の歯磨き習慣と
会場 保健センター
定期健診で、健康な歯を維持しましょう。
内容 健診結果（血圧や血糖値
など）
から身体の状態を知り、
生活習慣について考える
健康手帳（持
日時 月〜金曜日（祝日を除く） 持ち物 健診結果、
■６〜７か月児相談
◆焼津地区にお住まいの人
午前９時〜 11 時
っている人）
対象 平成27年12月生まれの子 会場 保健センター
日程 １〜10日生…７月５日㈫ 持ち物 妊娠届出書、届出書に
11 〜 20 日生…７月６日㈬
ある持ち物
対象 20 歳以上の女性（要予
21 〜 31 日生…７月７日㈭
約）
受付時間 午前９時 15 分〜９
日時 ７月20日㈬午後１時30
時 30 分
分〜３時30分、21日㈭午前
対象 乳幼児とその保護者
９時〜11時
日時 月〜金曜日（祝日を除く）
会場 保健センター
午前９時〜 11 時
内容 身体測定、集団指導、育
会場 大井川保健相談センター
保健センター
児相談、ブックスタート講座 会場
内容 骨密度測定
持ち物 母子健康手帳、筆記用 自己負担金 1,020 円
持ち 物 母 子
具
健 康 手 帳、
アンケート、
筆記用具
■受診券について
健（検）診は受診券が届いて
■１歳６か月児健康診査と 対象 平成26年７月生まれの子
日程 １〜10日生…７月11日㈪ から、必ず受診券を持参して受
フッ素塗布
◆焼津地区にお住まいの人
11〜20日生…７月12日㈫
診をお願いします。退職等で今
21〜31日生…７月25日㈪
年から市のがん検診等を受診希
対象 平成26年12月生まれの子
日程 １〜10日生…７月12日㈫ 受付時間 午前９時 15 分〜９ 望の人は受診券を発行しますの
11〜20日生…７月14日㈭
時 30 分
で受診前にご連絡ください。
21〜31日生…７月15日㈮
※子宮がん検診実施医療機関と
会場 保健センター
して受診券に記載の「ななほ
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
レディースクリニック」は、
受付時間 午後１時〜２時
休診中のため受診できません。
内容 内科・歯科健診、身体測 持ち物 母子健康手帳、アンケ
定、集団指導、育児相談、フ
ート、歯ブラシ、手鏡、フェ
がん検診受診意向調査
ッ素塗布（希望者のみ・自己
イスタオル、筆記用具
平成28年度から子宮がん・乳
平成 28 年度から「がん
負担金 800 円）
管理栄養士
がんの検診方法が変わります
検診受診意向調査」を実施
による
持ち物 母子健康手帳、アンケ
国の指針に基づき、子宮
します。今年度は、平成
ート、筆記用具
■母子栄養相談
がん検診は２年に１度、乳
28 年 ４ 月 １ 日 現 在 で、
対象 妊産婦、乳幼児
■３歳児健康診査
がん検診は 30 歳代はエコ
40･45･50･55・60･65
対象 平成25年６月生まれの子 日程 毎週月曜日（祝日を除く。
ー検査のみ、40 歳以上は
歳の人に送付します（受診
要予約。時間は予約時に確認
日程 １〜10日生…７月20日㈬
マンモグラフィ検査のみと
券に同封、65 歳の人は別
11〜20日生…７月21日㈭
してください。
）
なります。詳しくは受診券
送）
。希望するがん検診に
21〜30日生…７月26日㈫
会場 保健センター
に同封の案内をご覧くださ
○をして、返送してくださ
受付時間 午後１時〜２時
内容 妊産婦の食事、離乳食、
い。
い。結果は平成 29 年度以
幼児食など
会場 保健センター
降の受診券に反映されま
内容 内科・歯科健診、身体測 持ち物 母子健康手帳
⑨歯科健診 35･40･50･55･60・
す。提出期限は７月 31 日
定、眼科検査、尿検査、集団 ■成人栄養相談
65･70･75歳の人
㈰（消印有効）です。
指導、育児相談
対象 どなたでも
⑩結核健診・肺がん検診 40
持ち物 母子健康手帳、アンケ 日時 毎週金曜日
歳以上
■健（検）診の種類と対象者
年齢表記は平成 29 年３月 ※焼津地区の人の受診券は６月
午後１時〜３時
ート、目のアンケート、子ど
31 日現在の年齢です。
（要予約）
もの早朝尿、筆記用具
上旬発送予定。大井川地区の

健康標語

乳幼児健康診査・相談

母子健康手帳交付

骨粗しょう症検診

母子健康相談室

２歳児歯みがき教室

健診・検診

栄養相談

248

■材料（２人分）
ひきわり納豆（タレつき）
…２パック
オクラ…４本
しょうが…少々
春巻きの皮…４枚
スライスチーズ…４枚
油…小さじ１

■作り方
①納豆に付属のタレを混ぜる
エネルギー 261kcal、たんぱ
②オクラは薄くスライスする
く質 15.3g、脂質 12g、カルシ
③しょうがは千切りにする
ウム 180mg、
鉄 2.1mg、
塩分 1.1g
④納豆・オクラ・しょうがを混
ぜる
揚げ油で揚げた場合は、エ
⑤春巻きの皮に④を並べて、
ネルギーが 100kcal ほど高く
半分に切ったスライスチー
なります。
ズをのせて包む
⑥フライパンに油をひき、両面
に少し焦げ目がつくように焼く

協力／焼津市健康づくり食生活推進協議会
相談室

人の受診券は５月に発送し
ました。

■注意やおしらせ
h 年齢などによって無料で受
診できる検診があります。詳
しくは受診券をご覧くださ
い
h 健診・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 健診・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）の人（被扶養者
を含む）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
◆大井川地区にお住まいの人
①は９月と 12 月の集団検診
または指定医療機関での個別健
診を受診できます。
がん検診の精密検査は必ず
受けましょう
がん検診は、がんを早期
発見・早期治療するための
ものです。平成 27 年度が
ん検診の結果、要精密検査
となった人は、必ず精密検
査を受けてください。

生活機能チェック
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（介護予防）していくため
に、特定健診などと併せて生活
機能チェックを実施します。
◆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 指定医療機関または
志太医師会検診センター
【共通】
対象 満 65 歳以上の人（要支
援・要介護認定者を除く）
受診期限 平成 29 年３月 31
日㈮まで
持ち物 受診券、健康保険証、
介護保険証
問合先 長寿福祉課
K626-1219

バター風味の洋風煮物

■菱田名誉院長（元浜松医科大学内科教授）による健康相談
会場・予約・問合先 市立総合病院地域医療連携室 K623-3111 ㈹
相談の種類
日程
時間
相

K629-3789

外科

9:00 〜 11:00

人

康

大覚寺薬局（大覚寺２）

内科／小児科 山下内科医院（本町２）

■大井川福祉センターでの相談 予約・問合先 市民相談室 K626-1133
相談の種類
日程
時間

☆ 健

K629-3131

当番薬局

13:00 〜 15:30

弁護士による
10 日㈮・17 日㈮
多重債務相談

☆

永田歯科医院（本町１）

内科
14 日㈫

まつなが耳鼻咽喉科クリニック（藤枝市駅前２）☆ K645-3387

歯科

13:00 〜 15:30
9:30 〜 15:30

K626-8603

K623-0330

9:30 〜 12:00

交 通 事 故 相 談 毎週水曜日

前田産科婦人科医院（小屋敷）

大住眼科医院（大住）

外科

12 日㈰

K628-3070

眼科

内科

時間

電話

コミュニティーホスピタル甲賀病院（大覚寺２） K628-5500

小児科／耳鼻科 仲神医院（中新田）

8:30 〜 17:00

月〜金曜日

耳鼻科

当番薬局

h 相談はすべて無料です。
（☆印）
の相談を受けたいときは、
あらかじめ電話で予約してください。
h予約制

■市民相談室（市役所アトレ庁舎１階）での相談
予約・問合先 市民相談室 K626-1133
※消費生活相談と多重債務相談は K626-1147
相談の種類
日程
市

内科／外科
産婦人科

ポッチとニャンチの愛の伝言板

医療機関名

内科／小児科 篠原医院（本町５）

㈱池ヶ谷設備工業所
池谷水道設備㈱
12 日㈰
26 日㈰
K622-1439
K628-4332

相談室

診療科など

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

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 毎週土曜日（祝日を除く） 午前９時〜正午 相談・問合先 総合福祉会館内電話ボランティア K629-0900
■子育て相談 日時 月〜金曜日（祝休日を除く） 午前８時 30 分〜午後５時 相談・問合先 児童家庭支援センターはるかぜ K656-3456

