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高齢の方向け
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地域包括支援センターでは、高齢の方がいつまでも住み慣れた地域で安心
して生活を続けられるよう、保健師や社会福祉士、主任ケアマネジャーなど
の専門スタッフが連携し、介護・健康・福祉・医療などさまざまな面から支
援を行っています。
生活の中で困っていることや心配なことがあれば、お住まいの校区の地域
包括支援センターまで気軽にご相談ください。お住まいの校区が分からない
場合は、東基幹型包括支援センターへ。
東第１地域包括支援センター
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）
東第１地域相談窓口
東区日置荘田中町１４３―１（つるぎ荘内）
（!２８６―２８２８ !２８６―６８６８）
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（小学校区）
南八下・八下西・日置荘・
日置荘西・白鷺
担当区域（小学校区）
登美丘西・登美丘東・
登美丘南・野田

東区日置荘原寺町１９
５―１
!２８
７―８１
５０ !２
８７―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
「知っておきたい キャッシュレス」をテーマに、キャッシュレス決済のメ
リットとデメリット、気を付けたいポイントについて学びます。
日時 ４月２０日
（火）
１３時３０分〜１５時
場所 同センター２階大広間 費用 無料 先着 １５人
%４月１日から直接か電話で同センターへ。

$ホームベーカリーを使用したパ
ンレッスン〜キャラメルスティッ
クパン〜
日時 ５月２０日（木）
１０時１５分〜１２
時３０分 費用 ２，
２００円 抽選 １２人
%直接かはがき、FAX、電子メ
ールで郵便番号、住所、氏名、電
話番号、年齢、希望講座名、何を
見て知ったかを!は４月２０日、"
は４月２２日、#は５月４日（いず
れも必着）までに、東文化会館（〒
５９９―８１２３ 堺市東区北野田１０７７―
３０１ アミナス北野田３階）へ。

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

%文化講座
"落語ワークショップ
落語家 笑福亭喬
介さん【写真】による
落語ワークショッ
プ。初心者の方でも
基本が身につく落語
を厳選しています。
日時 ５月６日〜来年３月３日の
月１回木曜日（全１１回）
１０〜１２時
費用 １６，
５００円 抽選 ５人
#母の日フラワーボックス Lesson
【写真】
日時 ５月７日（金）
１３時３０分〜１５時
費用 ３，
２００円
抽選 １０人

北野田フェスティバル
（文化ホール）
北野田駅前 !２３０―０１３４ !２３０―０１３８
祝休日を除く水曜日休館
%ぶんか寄席
日時 ７月４日（日）
１４時開演
場所 メインホール
出演 桂小春團治さん ほか
費用 前 売 券１，０００円 、 当 日 券
１，
２００円、全席指定席。
%４月３日から同館で販売。未就
学児の入場はご遠慮ください。

飼い犬の登録と狂犬病予防注射を

市では、４月１〜１５日に飼い犬の狂犬病予防集合注射を行います。東区の
集合注射会場は下表のとおりです。費用は、１頭につき、登録済の犬で
３，
３００円、未登録の犬では６，
３００円です。事前に送付した書類をお持ちの方は
相続・遺言・不動産・成年後見などの手続きに関する相談に無料で応じま 問診欄を記入のうえ持参してください。必ず犬を制御できる方が犬を連れて
直接会場へお越しください。
す。電話相談はできません。要予約。
集合注射全日程や動物病院など、詳しくは動物指導センター（!２２８―０１６８
日時 ４月３・２４日１３〜１６時、２１日１８〜２１時、５月１日１３〜１６時
!２２８―８１５６）
か市ホームページ参照。
場所 司法書士総合相談センター堺（堺東駅前）
予約 大阪司法書士会堺支部（!０８０―４２３３―４０４０
!土・日曜日、祝休日を除く" 東区の集合注射日程表
１０〜１６時）
実施日
会場
実施時間
&同会堺支部か市民人権総務課（!２２８―７５７９ !２２８―０３７１）
アウル動物病院

司法書士による休日・夜間無料法律相談会

登美丘動物病院
東区日置荘原寺町195-1 東区役所3階
1287-8120 FAX287-8130

４月１〜１５日

初芝動物病院
ひがし動物病院

診療時間内
（※詳しくは各病
院にお問い合わせ
ください）

マンマ動物病院

血圧が気になる人のための健康講座

４月３日

検診でいつも血圧が高めと指摘されているけど何をしたらいいのか分から
ない方、この講座で高血圧に注意が必要な理由、高血圧対策に有効な食生
活、運動習慣について学びましょう。２日コースです。
日時

講座内容

【１日目】
１４〜１５時３０分
５月１２日（水）

身体測定・高血圧の病態・高血圧と減塩に
ついての講話

【２日目】
５月１９日（水）
１４〜１５時３０分

運動の実技とお口の健康についての講話

場所 東区役所 対象 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
費用 無料 先着 １５人
%４月２日から電話か FAX で住所、
氏名、年齢、電話番号を同センターへ。

無料 がん検診
（集団検診）
のお知らせ
検診内容

日程

場所

"胃がん／大腸がん／肺がん・結核

４月２０日

白鷺小学校

#胃がん／大腸がん／肺がん・結核

５月１３日

東区役所

③乳がん

６月１０日

東区役所

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。
%胃がん検診／大腸がん検診（予約制）
対象 ５０歳以上の偶数年齢の方
※集団検診では、大腸がん検診単独での受診はできません。
%肺がん・結核検診
対象 ４０歳以上の方
受付時間は９〜１１時。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）
。
開始時間直後は混み合う場合があります。

東区役所

１３：３０〜１５：３０

健診・相談の日程（予約は電話か FAX で東保健センターへ）
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
（もく浴など）
■離乳食講習会
!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。
■検査・相談
!無料"直接会場へ。
■生活習慣病予防相談!無料。予約制"
■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（妊婦はすすんで受診し
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

４月１日（１回目） ■BCG 予防接種
１３：３０〜１６：００ !無料。５カ月児個別通知"
４月１５日（２回目） 対象：生後１歳までの子ども
１２：４５〜１５：００
■乳幼児健診
５月６日（３回目）
１３：３０〜１６：００ !無料。個別通知"
・４か月児健診
４月９日
・１歳６か月児健診
５月１４日
・３歳児健診（３歳６カ月児が対象）
各日とも
転入・転出のときは同センターへお
!１０：００〜
知らせください。
"１１：００〜
■検査・相談
※検査結果は、同センターでお渡し
します。
４月２７日
・肝炎ウイルス検査
９：３０〜１１：００
・風しん抗体検査
・HIV 検査
・梅毒検査
４月５・２１日
・クラミジア検査
１４：００〜１６：００
■難病に関する相談
!無料"
■骨粗しょう症予防検診
４月２２日
１３：３０〜１５：３０
踵骨の超音波骨密度測定。
〈有料。予約制（先着２０人）"
対象：１８歳以上の方
４月２８日
日程：４月２６日（月）、午後
９：３０〜１１：００
１３：３０〜１５：３０
※詳しくは同センターへ。

%乳がん検診
対象 ４０歳以上の偶数年齢の女性 先着 午前・午後の部各２７人 予約制。
%!の胃・大腸がん検診は受付終了、肺がん検診（たん検査）は４月１０日ま
で、"の胃・大腸がん検診は４月１８日まで、肺がん検診
（たん検査）
は５月３
日まで、③は４月２日〜５月１６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
（!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。

