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受けよう！無料がん検診！

がんは早期発見・早期治療がとても大切です。今まで受けたことがない方、私は大丈夫だと思っている方、自分と大切な家族
のために受診しましょう。なお、医療機関でも受診できます。詳しくは市ホームページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、次のことにご協力願います｡
検診当日は自宅で検温し､37.5℃以上の発熱・せきなどの症状がある方
や体調がすぐれない方､感染の不安がある方は受診を見合わせてください｡
受診の際は､マスクを着用のうえ､最少人数でお越しください｡
▽

▽

保健センター・地域会館などで実施する検診（無料集団検診）
場所 ①３月４日 東区役所 ②４月20日 白鷺小学校

肺がん・結核検診
（予約不要）

胃がん検診／大腸がん検診
（要予約）
対象 50歳以上の偶数年齢の方
先着 25人 予約制。

対象 40歳以上の方

直接会場へ。
たん検査の追加可
（要件あり､検診日の10日前までに要予約）
｡
申 たん検査について①は受付終了、
②は４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へ。
開始時間直後は混み合う場合があります。

※集団検診では、大腸がん検診単独での受診はできません。
申 ①は受付終了、
②は３月３〜28 日に電話か 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へ。

受付時間 ９〜11時

医療機関で実施している検診（個別検診）
胃がん検診
対象 50歳以上の偶数

年齢の方（※）

肺がん検診

大腸がん検診

対象 40歳以上の方

対象 40歳以上の方

無料で受けられる検査が増えています！！
胃がんリスク検査
対象 35〜49歳の方

（35〜49歳の間に１回）

子宮がん検診

乳がん検診

対象 20歳以上の偶数

対象 40歳以上の偶数

年齢の女性
（※）

年齢の女性
（※）

検診を受診できる医療機関や集団検診予約などのお問い
合わせは、がん検診総合相談センターへ。

前立腺がん検査
対象 50〜69歳の偶数年齢の男性
（※）

☎230-4616 ℻230-4636

他のがん検診か堺市国民健康保険特定健康診査と
同時に受診してください。

開設時間 ９〜20時
（12月29日〜１月３日を除く）
がん検診総合相談
ポータルはこちら⇒
（http://www.sakai-kenshin.jp）

（※）奇数年齢の方でも直前の偶数年齢時に受診できなかった方は受診できます。
事前に保健センター
（☎287-8120 ℻287-8130）
への申請が必要です。

東区シンポジウム（東区民まつり）参加者募集
安全・安心まちづくり−共に生きる−
来年度の東区民まつりを企画するうえで、新型コロ
ナウイルス感染症の状況を考慮し、安全面を最優先に
検討を重ねた結果、東区シンポジウムとして開催する
こととなりました。つきましては、シンポジウムの参
加者を次のとおり募集します。
対象 市内在住の方 費用 無料
抽選 第１・２部各２００名（各部途中入退場不可）
!はがきか電子メールで「東区シンポジウム参加希望」
と記入のうえ、住所、氏名
（ふりがな）、電話番号、①第１
部・②第２部・③両方の別を３月３１日（消印有効）まで
に東区民まつり運営委員会事務局（〒５９９―８１１２ 東区
日置荘原寺町１９５―１ !２８７―８１２２ !２８７―８１１３
hig
ashijisui@city.sakai.lg.jp）へ
（１人１口限り）。
応募者多数の場合は、東区在住の方を優先とし、抽
選を行います。抽選結果は４月９日までに当選者に通
知します。お預かりした個人情報は、上記利用目的以
外には一切使用しません。

オープニング演奏
時間 ９時４５分

出演 野田中学校

西川正治さん

吹奏学部

第１部 「健康・防災・防犯・子育て」
時間 １０〜１２時２０分（９時３０分開場）
【基調講演】演題「今回のコロナ禍で見える日本社会」
講師 堺市医師会会長 西川正治さん
パネリスト 西川正治さん、石附弘さん、濱野成秋さん、菅生好身さん
【演奏とダンスのコラボ】出演 登美丘高等学校吹奏楽部とダンス部

登美丘高等学校ダンス部

第２部 「歴史・文化 東区と仁徳天皇陵古墳」
左から十世三宅藤九郎さん
和泉淳子さん
和泉元彌さん

電 子
メール

時間 １３時３０分〜１５時４５分（１３時開場）
【基調講演】演題「百舌鳥・古市古墳群の世界文化遺産としての評価」
講師 堺ユネスコ協会会長 川上浩さん
パネリスト 川上浩さん、浅田宗一郎さん、藤本尊司さん、和泉元彌さん他
【狂言】出演 和泉元彌さん、和泉淳子さん、十世三宅藤九郎さん

水・緑と調和し、安全・安心な暮らしをともにつくるまち 東区

〒599―8112 東区日置荘原寺町195番地1
ホームページ https#
!
!
www.city.sakai.lg.jp!
higashi/index.html

!企画総務課【庁舎管理・広報・広聴・相談・市政
!地域福祉課
【介護・障害に関することなど】
情報コーナーなど】 "２８７―８１００ !２８７―８１１３
"２８７―８１１２ !２８７―８１１７
!自治推進課
【自治会・美化など地域振興活動】 !子育て支援課
【子育て相談に関することなど】
"２８７―８１２２ 美化"２８７―８１０３ !２８７―８１１３
!市民課
【戸籍・住民票など証明・届出関係】
"２８７―８６１２ !２８６―６５００
"２８７―８１０２ !２８８―２１５０
【児童・ひとり親・女性に関することなど】
!保険年金課
【国民健康保険・国民年金など】
"２８７―８１９８ !２８６―６５００
!東保健センター
"２８７―８１０８ !２８７―８６２１
!生活援護課
【生活保護に関することなど】
【乳幼児健診・各種健康相談など・健康づくりに関すること】
"２８７―８１１０ !２８７―８１１７

"２８７―８１２０ !２８７―８１３０

!東老人福祉センター
【高齢者の健康増進など】!社会福祉協議会東区事務所
"２８７―８１５０ !２８７―８１６０

"２８７―０００４ !２８７―０４４４

!東基幹型包括支援センター
（高齢者総合相談）!東区障害者基幹相談支援センター
"２８７―８７３０ !２８７―８７４０

川上浩さん

登美丘高等学校吹奏楽部

"２８５―６６６６ !２８７―６７６７

!粗大ごみ受付センター
#０１２０―００―８４００
（携帯電話などから "０６―６４８５―５０４８）
!環境業務課指導係（家庭ごみの収集）"２２８―７４２９
!上下水道局お客様センター "０５７０―０２―１１３２
!北部地域整備事務所 "２５８―６７８２ !２５８―６８４３
!東消防署 "２８６―０１１９ !２８６―０１２６
!市税事務所
（三国ヶ丘庁舎）
法人諸税課 "２３１―９７４１ !２５１―５６３１
市民税課
"２３１―９７５３ !２５１―５６３２
固定資産税課 "２３１―９７６２ !２５１―５６３３
納税課
"２３１―９７７３ !２５１―５６３４
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