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生涯学習施設

初芝体育館で 健 康 増 進
東区野尻町２２１―４

"キッズヘキサスロン
走る・跳ぶ・投げるなどの運動遊び
と運動能力測定を組み合わせたプログ
ラムです。
２月２２日（土）、午前９時３０分〜正
午。年長〜小学３年生が対象。費用
１，
５００円。
&１月７日から直接同館へ。先着３０
人。

東文化会館

!２８５―０００６ !２８５―７３１８

"ハッピーひろば
３１０畳の部屋で遊具を使ってみんな
で自由に遊びます。指導員によるリズ
ム運動やゲーム遊びもあります。
１月１４・２８日、午前１０〜１１時３０分。
平成２７年４月２日以降に生まれた子ど
もとその保護者が対象。費用１家族
各６００円。登録のうえ、当日は券売機
で券を購入後、参加してください。

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・
やしも地域サポートセンター内）
（!２４０―００１８ !２４０―００４８）

東基幹型包括支援センター
東区日置荘原寺町１９
５―１
（!２８
７―８７３０ !２８
７―８７
４
０）

"東区認知症についてのセミナー
認知症介護をされている方・地域住民
・医療職・介護職が認知症について正し
く理解し、地域で支え続けていくために
何ができるかを学びます。講師は浅香山
病院・釜江和恵医師。
２月２８日（金）、午後２〜４時、東文化
会館（北野田駅前）で。無料。
&１月１４日から直接か電話、FAX で住
所、氏名、電話番号を東基幹型包括支援
センターへ。先着１００人。
"いきいき体操教室
自宅でもできる簡単な体操を行って、

担当区域 南八下・八下西・日置荘
（小学校区） ・日置荘西・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）
（!２３７―０１１１ !２３７―３９００）
担当区域 登美丘西・登美丘東・登美丘南
（小学校区） ・野田

リフレッシュし
ませんか。
１月２４日、２
月２８日、３月２７
日、午後２〜３
時、特別養護老
人ホームハーモニーで。無料。
&受付中。電話で東第２地域包括支援セ
ンターへ。
東区日置荘原寺町195-1 東区役所3階
1287-8120 FAX287-8130

加齢とともに注意が必要な皮膚の病気
について、たみの医院・岩本梨花医師が
講演します。
１月２９日（水）、午後２〜３時３０分、東
区役所で。無料。先着５０人。

おいしい調理講習会
〜カルシウムたっぷりクッキング〜

!!!!!!!!!!!!!!
&いずれも１月６日から直接か電
話、FAX で住所、氏名、年齢、電
話番号を同センターへ。

（集団検診）
のお知らせ
無料 胃・大腸・肺がん検診

3月5日（木）午前中 東区役所
"胃がん検診
５０歳以上の偶数年齢の方が対象。予約
制。先着４０人。
"大腸がん検診
胃がん検診と同時受診可（大腸がん検
診のみの受診はできません）。予約制。
先着４０人。
"肺がん検診
４０歳以上の方が対象。予約不要。午前

"東文陶芸教室作品展
１月１７〜２１日、午前９時３０分〜午後
５時（２１日は午後４時まで）、２階ギャ
ラリーで。無料。直接会場へ。
"大美野アート２０２０
１月３１日〜２月３日、午前１０時〜午
後５時、２階ギャラリーで。無料。直
接会場へ。
"手話落語と人情噺（にんじょうばな
し）の会
２月２３日（祝日）、午後２時開演、メイ
ンホールで。１月９日から同館、栂文
化会館、アルテベル、フェニーチェ堺
で公演チケットを無料配布。１人につ
き４枚まで。全席指定席。未就学児の
入場はご遠慮ください。先着４００人。

"文化講座
"ホームベーカリーを使ったパンレッ
スン〜カフェチョコぐるりんパン〜!
２月２７日（木）、午前１０時〜午後０時３０
分。費用２,２００円。抽選１５人。
#チラシでカゴができちゃった！簡単
カゴづくり!３月６日(金)、午後１時
３０分〜３時３０分。費用５００円。抽選８
人。
$楽しく学んで自分磨き 速読脳ト
レ！!３月６・１３・２７日、午前１０時〜
正午。費用１,８００円。抽選２８人。
&受付中。直接かはがき、FAX、電
子メールで郵便番号、住所、氏名（ふ
りがな）、電話番号、年齢、希望講座
名、何を見て知ったかを"は２月９
日、#$は２月１５日（いずれも必着）ま
でに、同館（〒５９９―８１２３ 東区北野田
１０７７―３０１ アミナス北野田３階）へ。

体も脳も元気で１００
年〜」をテーマに、
生涯学習でいきいき
と生活するためのヒ
ントを学びます。
１月２１日（火）、午後１時３０分〜２時３０
分、同センターで。無料。
&１月４日から直接か電話で同センター
へ。先着３０人。

東区日置荘原寺町１９５―１
!２
８
７―８
１５
０ !２８
７―８
１６
０

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。
"健康教養講座
「やらなきゃもったいない生涯学習〜

%室内を加湿する。
発熱や関節痛、倦怠（けんたい）感、
喉の痛みなどの症状がある場合は、す
ぐに病院で診察と治療を受けましょ
う。また、高熱による脱水症状を引き
起こす可能性 も あ る た
め、水分補給をこまめに
行いましょう。
'東保健センター（!２８７
―８１２０ !２８７―８１３０）。

インフルエンザの流行時期は、毎年
１・２月がピークで、その主な感染経
路は、飛沫（ひまつ）感染と接触感染で
す。感染を広げないために次のような
対策をしましょう。
%帰宅時には石けんを用いて流水で手
を洗い、うがいをする。
%外出時はマスクを着用する。
%十分に休養を取り、体力や抵抗力を
高め、バランスよく栄養をとる。

健診・相談の日程（予約は電話か FAX で東保健センターへ）

!!!!!

元気を保つ食事の話と手軽にできる調
理を行います。家庭のみそ汁を少量持参
すると、塩分濃度が測定できます。
１月３０日（木）、午前１０時〜午後１時。
東区在住の６５歳以上の方が対象。無料。
先着２０人。

すこやか貯筋教室
ロコモを予防するための、自宅で簡単
にできる筋トレ・堺コッカラ体操や健口
体操を学びます。
２月１０日（月）、午後２時３０分〜３時４５
分、東区役所で。無料。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。先着４０人。

!!!!!

くらしの健康講座
医師による講演会

ウオーキングの意義やコツを学びま
す。天気が良ければ区役所周辺を歩きま
す。健康的な食事や口の健康についての
ミニ講座もあります。
２月３日（月）、午前９時１５分〜午後０
時３０分。東区在住の７４歳以下で医師に運
動を制限されていない方が対象。無料。
先着２０人。

!!!!!!!!!!!!!!

ボランティアグループ・すずらん会が
指導します。メニューはお手軽石焼風ビ
ビンバ他。
１月２４日（金）、午前１０時〜午後１時。
東区在住の男性が対象。費用３００円。先
着３０人。

（北野田駅前 !２３０―０１３４ !２３０―０１３８
水曜日休館）

電 子
メール

インフルエンザを予防しよう

ウオーキング講座
〜健トレ（生活習慣改善計画）〜

男の割烹塾

北野田フェスティバル
（文化ホール）

（北野田駅前 アミナス北野田３階
!２３４―５６９１ !２３４―５６９７
east@
sakai-bunshin.com）

９〜１１時受け付け。たん検査の追加可
（一定要件あり、検診日の１０日前までに
要予約）。
&受付中。２月９日までに電話か FAX
で住所、氏名、生年月日、電話番号をが
ん検診総合相談センター（!２３０―４６１６
!２３０―４６３６）へ。
医療機関でも受診できます。詳しくは
市ホームページ参照。

健診・相談名
■ハッピーマタニティクラス
"無料。予約制#全３回。男性（パパ）
も参加可
"妊娠中の過ごし方・エクササイズ
#妊娠中の食事と歯について
$赤ちゃんとの生活について
（沐浴など）
■離乳食講習会（ゴックンモグモグ
離乳食）
"無料。予約制#５・６カ月児の保護者
が対象。４か月児健診時にも予約可
■一般健康相談
"無料#
直接会場へ。診断書発行不可
■食生活相談
"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
■精神保健福祉相談
"無料。予約制#こころの病気・アルコ
ール問題などで悩む方や家族の相談
■成人の歯科相談
"無料。予約制#成人対象。歯科検診
・相談など（妊婦は進んで受診しま
しょう）
■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）

日時

その他の健診・相談

■BCG 予防接種
２月６日（１回目）
"無料。５カ月児個別通知#
１３：３０〜１６：００
対象：生後１歳までの子ども
２月２０日（２回目）
■乳幼児健診
１０：１５〜１５：００
"無料。個別通知#
３月５日（３回目）
・４か月児健診
１３：３０〜１６：００
・１歳６か月児健診
・３歳児健診（３歳６カ月児が対象）
転入・転出のときは同センターへお
１月１０日
知らせください。
２月７日
１０：３０〜１１：３０
■一般健康相談時に実施する検査
※検査結果は、同センターでお渡し
します。
１月２８日
・HIV 抗原抗体検査"無料#
９：００〜１１：００
・HIV、梅毒、クラミジア（尿）のセ
ット検査"無料#
１月２８日
・風しん抗体検査"有料（堺市民の方
９：３０〜１１：３０
で妊娠を希望される方などは無料
になる場合があります）#
１月６日・１５日
・その他血液検査"有料#
２月３日
■検便（腸内病原菌など）検査受付
１４：００〜１６：００
受付：月〜金曜日、９：００〜１１：００
"有料#
"祝休日は休み#
■難病に関する相談
１月２３日
"無料#
１３：３０〜１５：３０
■骨粗しょう症予防検診
踵骨の超音波骨密度測定。
有料。予約制（先着３０人）
１月９日
対象：１８歳以上の方
１３：３０〜１５：３０
日程：２月１０日（月）、午後
１月２２日
９：３０〜１１：００
※詳しくは同センターへ。

