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次のページから広報さかいです

"テニススクール
基礎から指導しますので初心者の方
も歓迎です。中学生以上が対象。夢中
になれるテニスを始めてみませんか。
%受付中。直接、同館窓口へ。

#北区長曽根町１１７９―１８
!２５４―６６０１ !２５１―０５０９

曜日

時間帯

中級

１０：００〜１２：００

水

１０：００〜１２：００

初中級

木

１０：００〜１２：００

初級

１０：００〜１２：００

マッチ

１９：００〜２０：４５ナイター

初心初級
初中級

のびやか健康館

&北消防署（!２５０―０１１９ !２５３―
２０１６）

健康体操プログラム
「サードエイジたけお」
無料体験

いつまでも元気に
「立つ」
「歩く」が
できるように、ストレッチや筋ト
レ、簡単な有酸素運動で身体の調子
を快適にしませんか。健康運動指導
士の指導の下、タオルやミニボール
などを使用し、肩や腰、膝の不具合
を抱えている人でも無理なく取り組
めるプログラムです。
６月１５・２２・２９日１２時１５分〜１３時
１５分、いずれも 同 館（ 北 区 金 岡 町
２７６０―１）
で。４０歳以上の方が対象。
無料。動きやすい服装でタオル、飲

み物を持参。マスク着用。
%６月４日１１時から直接フロントか
電話で同館（!２４６―５０５１
$水曜日休
館%
）へ。先着各日１１人。

火事を起こさないために
皆さんの身近には、ガソリンや灯
油、マニキュア類、アルコール手指
消毒液など、火が着きやすい物やカ
セットコンロなど使い方を間違うと
爆発するものがあります。

北老人福祉センターの催し

６月健康教養講座

私の物忘れって
だいじょうぶ？

交流会の様子
※ソーシャルディスタンスをとりながら実施
しています。

北保健センター

北区役所 ４階

日常生活でのちょっとした物忘れ
や記憶力について学びます。６月８
日（火）
１３時３０分〜１４時３０分、同セン
ター（北区常磐町１丁２５―１）１階や
なぎの間で。市内在住の６０歳以上の
方が対象。無料。マスク着用。
"北老人福祉センターを活用ください

北保健センター事業中止・延期のお知らせ

検索

マタニティクラス
"予約制# 無料
２回１セット

日程、実施内容等の詳細については、お問い合わせください。

BCG 予防接種
"予約制#無料

生後１歳に至るまでの子どもが対象
現在個別通知にて対応しています。以前の通知時、接種できなかった方は、お問い
合わせください。

カミカミパクパク離乳食
"予約制# 無料

６月１７日

１０：３０〜

９〜１１か月児の保護者が対象
管理栄養士による、離乳食の進め方についてのお話と調
理実演

離乳食講習会
"予約制#無料

６月２２日

!９：３０〜
"１０：３０〜
#１１：３０〜

５〜６カ月児の保護者が対象
管理栄養士による、離乳食の進め方についてのお話と調
理実演

成人の歯科相談
"予約制#無料

感染症検査・相談
無料

乳幼児、小児が対象
９：３０〜１１：００ 歯科医師による相談と歯科衛生士による歯みがき指導
１歳６カ月児健診でフッ素塗布を受けていない３歳以下
６月１６日
の子どもに１回限りフッ素塗布を行います
６月２日

６月１日
６月１５日

成人、妊婦が対象
１３：３０〜１５：３０ 歯科医師による歯科検診と相談、親子で歯科相談もでき
ます

・エイズ相談、HIV 検査、性感染症セット検査
（HIV・梅毒・クラミジア"尿#）
・肝炎ウイルス検査
（※）
、
風しん抗体検査
（※）
６月８日 ９：３０〜１１：００ ※条件あり
・診断書の発行はできません
・検査結果は翌週の水曜日以降に本人へ直接お渡ししま
す

生活習慣病予防・食生活相談 ６月８日 ９：１５〜１１：００ 保健師および管理栄養士による生活習慣病予防などの
相談
"予約制#無料
精神保健福祉相談
"予約制#無料

６月３、１０、１４、２３日

市内在住６０歳以上の方々の健康増
進・教養の向上・生きがいづくり・
レクリエーション活動など幅広くご
利用いただける施設です。入浴施設
（浴場）
もあり、各種クラブ・同好会
活動なども行われています。
現在、新型コロナウイルス感染症
予防対策のため、館内設備に利用制
限があります。詳しくは同センター
へお気軽にお問い合わせください。
%６月２日から直接か電話で同セン
ター
（!２５５―６３８０ !２５２―２４３６）へ。
先着２５人。

!２５８―６６００ !２５８―６６１４

業務時間：９：００〜１２：００、１２：４５〜１７：３０
（窓口での受け付けは１７：１５まで）

新型コロナウイルス感染防止のため、現在、北保健センターでは、各種事業を延期または中止しております。
ご理解とご協力をお願いいたします。
最新の情報につきましては、北保健センターホームページをご覧ください。

子どもの歯相談室
"予約制#無料

これらは、日常生活に欠かせない
ものですが、保管方法や取扱い方法
を誤ると、尊い生命や貴重な財産を
一瞬にして奪ってしまいます。容器
や器具に記載された注意事項を守
り、事故を防ぎましょう。
同署ホームページ
（２次元コード）
から、
身近に発生する火災の
実験動画もご覧いただ 北消防署
けます。
ホームページ

きたきてまるしぇ

（認知症家族の交流会）

北区認知症家族の交流会（愛称：
「ほっとしよう」）では、介護・認知
症のこと、日常生活の中での気にな
る事や心配事など、参加者が自由に
話しながら情報交換しています。
７月１日（木）
１３時３０分〜１５時、北
区役所１階大会議室で。認知症の方
とその家族・支援者の方が対象。
%６月２日から電話か FAX で北基

しょう。$
「あ」
!あわててお金は振
り込まない$
「い」
!いちど電話を切
る$
「う」!うそかも知れないと疑う
$
「え」!ATM でお金は戻らない
$
「お」
!おかしいと思えばすぐ警察
へ通報
皆さん一人ひとりの心がけが重要
です。不安に感じたらすぐに警察へ
通報してください。

障害のある方への理解と地域交流を目的に、北
区内の日中活動事業所が作ったお菓子やパン、雑
貨などの授産品
【写真】を販売しています。
６月１５日
（火）
１２〜１３時、北区役所１階エントラ
ンスホールで。毎月第３火曜日に開催しています
ので、ぜひお立ち寄りください。
&北区障害者基幹相談支援センター
（!２５１―８１６６ !２５０―８８００）

幹 型 包 括 支 援 セ ン タ ー（ !２５８―
６８８６、!２５８―８０１０）へ。先着１５人。

ほっとしよう

&北堺警察署生活安全課（!２５０―
１２３４）

特殊詐欺被害に遭わないための
「あいうえお」
特殊詐欺被害に遭わないための合
言葉
「あいうえお」
で被害を防止しま

クラス

火

金

防犯コーナー

３

１４：００〜１６：００ 精神障害、アルコール依存などで悩む
方や家族の相談

○表の事業の予約・登録は保健センターへ（予約制・登録制の事業は定員になり次第、締め切りますので、ご了承ください）。
○表以外にも次の健（検）診、相談を行っています。
● ４カ月児健診、１歳６カ月児健診、３歳児健診
（３歳６カ月児が対象）…個別に通知します。
● 育児相談
● 難病相談
● 検便
（腸内病原菌）検査は令和３年３月末で終了しました。

〜

一生を

共に歩む

歯＆食

〜

６月は食育月間であり、４〜１０日は歯と口の健康週間
でもあります。生涯にわたり心も体も健康で元気に日々
を過ごすには、食や歯と口の健康など生活習慣の見直し
が大切です。
最近、おうち時間の増加に伴い、大人も子どももおや
つをダラダラ食べる時間が増えるなど、生活習慣が乱れ
がちなようです。同センターの乳幼児健診でも、むし歯
のある子どもが増え
ています。歯と口の
健康は全身の健康、
さらには健康寿命に
も関係します。この
機会にかかりつけ歯
科医で検診を受ける
など、歯と口の健康
を大切にしましょう。
市では食育の大切さをわかりやすく伝えるため「さか
い食育目標 $さ…三食きちんと食べる $か…感謝し
て食を大切にする $い…一緒に食べる」を広めていま
す。また、おうち料理にひと工夫し、いつもよりワンラ
ンク上のグルメな一品に仕上
がるレシピや動画を、下記２
次元コードから、ご覧いただ
けます。「作って楽しい、食
べておいしい」
この機会に食生
活について考え
てみませんか。
抹茶どらやき

「堺おうちグルメ」

