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図書館だより

東文化会館

東図書館（東区北野田１０７７ アミナス北野田４階 !２３５―１３４５ !２３６―１５１７）
開館時間!火〜金曜日 午前１０時〜午後８時 土・日曜日、祝休日 午前１０時〜午後６時
初芝分館（東区野尻町２２１―４ 初芝体育館内 !２８６―００７１ !２８６―００９１）
開館時間!火〜日曜日、祝休日 午前１０時〜午後５時

■休館日
東図書館・初芝分館
８月６・１３・２０・２７日。
■北野田駅前西側ロータリーに図書返
却ポストを設置します
８月１日（水）から利用できます。
"利用可能時間#火〜金曜日は午後
８時３０分〜翌朝午前１０時。土・日曜日
・祝休日は午後６時〜翌開館日の午前
１０時。休館日は終日。
設置場所など詳細は、図書館ホーム
!!www.city.sakai.lg.jp!kosodat
ページ（http"
e!library）でご覧になれます。
問 合 東図書館へ。
■ようこそおはなし室へ
いずれも無料。直接会場へ。
"赤ちゃん絵本の会
乳幼児向けの絵本の読み聞かせや手
遊びなど。
"東図書館#８月１１・２４日、午前１１
〜１１時２０分、おはなし室で。先着各１５
組。
"初芝分館#８月３日（金）、午前１１

〜１１時２０分、２階研修室で。
"えほんの会
８月１８日（土）、午後３〜３時３０分、
東図書館おはなし室で。先着３０人。
"おはなし会
いずれも先着各３０人。
"東図書館#８月４・１１・２５日・９
月１日、午後３〜３時３０分、おはなし
室で。
"初芝分館#８月１８日（土）、午後３
時３０分〜４時、２階研修室で。
■移動図書館・くすのき号
８月５・２６日、午後２時４０分〜３時
４０分（到着時間は多少前後します）、東
初芝公園（東区日置荘北町１丁２３）で。
問 合 中央図書館
（!２４４―３８１１ !
２４４―３３２１）へ。
■わらべうたであそぼう
乳幼児と保護者が一緒にわらべうた
を楽しむ会です。
８月８日（水）、午前１１〜１１時３０分、
初芝分館２階研修室で。無料。直接会
場へ。先着１５組。

高齢の方向け

東第１地域包括支援センター

情 報
ひろば

東区石原町３丁１５０
（つるぎ荘・や
!２４０―００１８
しも地域サポートセンター内）
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東基幹型包括支援センター
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"ダブルケア相談窓口
同時期に子育て（１８歳未満の子どもや
孫）と介護の両方を行っている状態を
ダブルケアと言います。
東基幹型包括支援センターでは、保健
師や主任ケアマネジャー、社会福祉士が

東区日置荘原寺町１９５-1
1２８７-８１５０ FAX２８７-８１６０

利用には利用証の提示が必要です。市
内在住の６０歳以上の方が利用証を作るこ
とができます。詳しくは同センターへ。

担当区域 南八下・八下西・日置荘・日置
（小学校区） 荘西・白鷺
東第２地域包括支援センター
東区南野田３３
（ハーモニー内）

骨（こつ）
コツ体操教室
加齢により、筋力が落ちると奇麗な姿
勢を保てなくなります。理学療法士が自
宅で簡単にできるチューブを使った体操
や筋肉トレーニング、口の体操を紹介し
ます。
８月２７日（月）、午後２時３０分〜３時４５
分。東区在住で、医師から運動を制限さ
れておらず、つえなしで歩行できる方が
対象。
申 込 ８月２日から直接か電話、FA
X で住所、氏名、電話番号を書いて、
同センターへ。先着４０人。

わくわくおやこクッキング
〜ミドリの野菜もおいしいね〜
簡単なクッキングと野菜スイーツづく
りを通して、楽しみながら食の大切さを
学びます。メニューは簡単とりのからあ
げ、小松菜ロールケーキ他。

北野田フェスティバル
（文化ホール）
（北野田駅前 !２３０―０１３４ !２３０―
０１３８ 水曜日休館）
"波吟（なみおと）の会 ゆかた会
８月４日（土）、午前１１時開演、メイ
ンホールで。無料。直接会場へ。
"ワンコインジャズ
ピアノコンサート
１１月１７日（土）、午後
３時開演、メインホー
ルで。前売券#８月３日から同館で発
売。５００円。当日券は２００円増し。全席
指定席。未就学児の入場はご遠慮くだ
さい。
"詠語（うたがた）りコンサート「レ
・ミゼラブル」
１１月１８日（日）、午後２時開演、フラ
ットホールで。前売券#８月３日から
同館で発売。１，
０００円。当日券は２００円
増し。全席自由席。高校生未満の入場
はご遠慮ください。

ࠆㆬ
⊒ࡐࠬ࠲
ຠࠍ㓸
選挙が公正かつ適正に行われ、私たち
の意思が正しく政治に反映される選挙を
行政と民間が一体となって進める運動を
「明るい選挙推進運動」といいます。
同運動では、「明るくきれいな選挙」を

生涯学習施設
（北野田駅前 アミナス北野田３階
east
!２３４―５６９１ !２３４―５６９７
@sakai-bunshin.com）
電 子
メール

"１日カメラ講座
動く被写体の撮影など、運動会での
写真撮影のコツが学べる講座です。
９月８日（土）、午後１〜５時、費用
１，
０００円。
申 込 直接かはがき、FAX、電子
メールで郵便番号、住所、氏名（ふり
がな）、電話番号、年齢、希望講座
名、何を見て知ったか、手持ちのカメ
ラのメーカーと型番を書いて、８月２５
日（必着）までに、同館（〒５９９―８１２３
東区北野田１０７７―３０１ アミナス北野田
３階）へ。抽選１０人。
テーマとしたポスター作品を募集してい
ます。市内小・中学校、高校、支援学校
に在学の児童・生徒が対象。
募集内容など詳しくは東区役所１階市
政情報コーナーにある募集要項（市ホー
ムページ$アドレスは広報さかい１ペー
ジ参照%からダウンロード可）でご覧にな
れます。締め切りは９月７日（必着）。
問 合 選挙管理委員会事務局
（!２２８―
７８７６ !２２８―７８８３）へ。

!２３７―０１１１

400㎖献血にご協力ください

担当区域 登美丘西・登美丘東・登美丘南
（小学校区） ・野田

関係機関と連携しながら子育てと介護の
相談に応じます。
"健康教室
熱中症予防のための水分補給について
学びます。
８月２１日（火）、午後１時３０分〜３時、
同センターで。無料。
申 込 ８月２日から直接か電話で同セ
ンターへ。先着３５人。
東区日置荘原寺町195-1 東区役所3階
1287-8120 FAX287-8130

いずれも東区役所で。無料。

"子どもから大人まで楽しめる!み
んなで楽しむ打楽器コンサート「リズ
ム★パラダイス」
９月１日（土）、午後２時からメイン
コンサート。メインホール、フラット
ホール、ギャラリーなどで。前売券#
同館で販売中。高校生以上１，
５００円、
３歳〜中学生８００円。２歳以下の子ど
もは膝上鑑賞無料。

８月１７日（金）、午前１０時３０分〜午後１
時３０分。３歳６カ月〜就学前の子どもと
その保護者が対象。７・８月実施の親子
クッキング未参加の方を優先。３歳未満
の子どもの同伴はご遠慮ください。
申 込 ８月２日から電話か FAX で同
センターへ。先着１５組。

減らしおキャンペーン
〜塩分測定器貸し出しのご案内〜
汁物などの塩分濃度が
測定できる塩分測定器を
貸し出します。
夏休みの自由研究や高
血圧などの生活習慣病予
防のための塩分チェックに活用できま
す。貸出時に塩分記録用紙を渡します。小
学生以上が対象（中学生以下は保護者の
サインが必要）。貸出期間は１週間程度。
申 込 受け付け中。直接か電話、FA
X で住所、氏名、電話番号を書いて、
同センターへ。先着順。

日本赤十字社では、年々高まる血液需
要に応えるため、４００"献血を実施しま
す。皆さんの協力をお願いします。
８月２６日（日）、午前１０時〜正午、午後
１〜４時、ライフ初芝店駐車場（東区日
置荘西町１丁１１―１）で。
男性１７〜６９歳、女性１８〜６９歳で、体重

が５０!以上の健康な方が対象（６５歳以上
は、６０〜６４歳に献血経験のある方）。
献血前に医師による問診を行います。
献血時には運転免許証など本人確認がで
きるものや献血カードを持参してください。
問 合 東区役所自治推 進 課（ !２８７―
８１２２ !２８７―８１１３）へ。

８月の日程（予約は電話かＦＡＸで東保健センターへ）
健診・相談名

日時

その他の健診・相談

■ハッピーマタニティクラス
８月２日（１回目） ■BCG 予防接種
"無料。予約制#全３回。男性（パパ）
１
３：３
０〜１
６：０
０ "無料。５カ月児個別通知#
も参加可
８月１６日
（２回目）
対象：生後１歳までの子ども
!妊娠中の過ごし方・エクササイズ
１
０：１
５〜１
５：０
０
"妊娠中の食事と歯について
９月６日（３回目） ■乳幼児健診
#赤ちゃんとの生活について
１
３：３
０〜１
６：０
０ "無料。個別通知#
（沐浴など）
・４か月児健診
■離乳食講習会（ゴックンモグモグ
８月３日、９月７ ・１歳６か月児健診
離乳食）
日
予約制#５・６カ月児の保護者
"無料。
・３歳児健診（３歳６カ月児が対象）
１０：３
０〜１
１：３
０
が対象。４か月児健診時にも予約可
転入・転出のときは同センターへお
■カミカミパクパク離乳食
知らせください。
"無料。予約制#３回食へのすすめ方 ８月２３日
■一般健康相談時に実施する検査
０〜１
１：２
０
の話。おおむね９〜１
１カ月児の保護 １０：３
・HIV、梅毒（血液）、クラミジア

者が対象。

（尿）のセット検査"無料#

■一般健康相談
"無料#直接会場へ。診断書発行不可

８月２８日
■食生活相談
９：００〜１
１：０
０
"無料。予約制#
管理栄養士による生
活習慣病予防などの相談

・HIV 抗原抗体検査
"無料#
・その他血液検査"有料#
■検便（腸内病原菌など）検査受付

受付：月〜金曜日、９：０
０〜１
１：０
０
■精神保健福祉相談
８月１・１３・１
５・ "有料#
"祝休日は休み#
"無料。予約制#こころの病気・アルコ ２８日、９月５日
■難病に関する相談
ール問題などで悩む方や家族の相談 １４：０
０〜１
６：０
０
"無料#
■成人の歯科相談
８月２３日
■骨粗しょう症予防検診
"無料。予約制#成人対象。歯科検診 １３：３
０〜１
５：３
０
・相談など（妊婦は進んで受診しま ８月２７日
しょう）
１３：３
０〜１
５：３
０
■子どもの歯相談室
"無料。予約制#１歳６か月児健診で
フッ素塗布を受けていない４歳未満
の方にフッ素塗布あり（１回限り）

８月９日
１
３：３
０〜１
５：３
０
８月２２日
９：３０〜１
１：０
０

踵骨の超音波骨密度測定。
有料。予約制（先着３０人）
対象：１８歳以上の方
日程：１０月２
２日
（月）、午後
※詳しくは同センターへ。

