
文化芸術の拠点・フェニーチェ堺が、いよいよ１０月１日にグラン
ドオープンします。１０月からの約３カ月間はオープニング公演とし
て、大・小ホールに豪華アーティストが多数登場します。

フェニーチェ堺（�２２８―０４４０�公演案内� �２３２―１４００�施設
利用� �２３２―０１１０）へ。

申込方法など詳しくは、フェニーチ

ェ堺ホームページ（https���www.fenice�s
acay.jp�）でご覧になれます。

メニューのイメージ

北老人福祉センターからの催し

元気わくわく
健康教室

～肩こり予防～

６月健康教養講座６月健康教養講座

1254-6601　FAX251-0509
北区長曽根町1179-18問 合

男男性性料料理理教教室室

健健康康づづくくりり教教室室

内容

講話「自分みがきの健康づくり」
栄養セミナー「食生活をチェックしましょう」

講話「食中毒予防について」
調理実習「塩分控えめ野菜たっぷりヘルシーメニ
ュー」

講話・実習「歯とお口の健康づくり」
栄養セミナー「生活習慣病予防と食生活」

体組成測定・血液検査
食事バランスガイドの活用実習

講話「自分の検査結果を見てみよう」
野菜ソムリエによる講演「野菜を食べておいしく
健康に�」

講話・実技
「ウォーキングでロコモ予防」

ヘルスメイトの活動紹介
調理実習「ヘルスメイトのおすすめメニュー」

日程

６月２７日
（木）

７月４日
（木）

７月１８日
（木）

８月２２日
（木）

９月５日
（木）

９月２６日
（木）

１０月２４日
（木）

回

１

２

３

４

５

６

７

毎毎年年６６月月はは「「食食育育月月間間」」でですす

プールで子どもと保護者が一緒に運動

を楽しみます。コーチがサポートするの

で、初めての方でも気軽に参加できま

す。

いずれも午前１１時１５分～正午、のびや

か健康館（北区金岡町２７６０―１）で。４カ

月～３歳１１カ月の健診を受診済みの子ど

もとその保護者が対象（子ども１人につ

き保護者１人）。親子ともに水着、キャ

ップ、バスタオルを持参。水中用おむつ

のみでの参加不可。

�６月１０日（月）�「スイムレッスン」
コーチのアドバイスのもと、保護者が

コーチとなり子どもにレッスンします。

�６月２１日
（金）�「プール
アスレチック」

スイムベンチ

を利用して、ア

スレチックフィ

ールドを作りま

す。探検気分で

楽しんでくださ

い。
申 込 ６月４日、午前１１時から直接か

電話で同館（�２４６―５０５１�水曜日休館日�
�２４６―５０４１）へ。先着各１０組（いずれか
１日のみ）。無料。

６月は「危険物安全月間」です

皆さんの身近な危険物には、ガソリン

や灯油、ガスボンベなど、火が付きやす

い物や爆発したりする物があります。

これらの危険物は、私たちの日常生活

には欠かせないもの

ですが、取扱いを誤

れば尊い生命や貴重

な財産を一瞬にして

奪いかねず、その取

扱いについては十分

注意が必要です。

製品などを使用す

る際は、注意事項な

どで正しい取扱方法や保管方法を確認

し、危険物による事故を防ぎましょう�

危険物の取扱
いに注意�防防防防防防災災災災災ココココーーーーナナナナナ防防防防防防災災災災災ココココーーーーナナナナ防防防防防防災災災災災ココココーーーーナナナナナーーーーーーーーーーーーー防災コーナー防災コーナー防災コーナー

問 合 北消防署（�２５０―０１１９ �
２５３―２０１６）へ。

�夏期教室
表のとおり夏期教室を行います。詳しく

は、同館へ。
申 込 ６月２９日、午前９時から直接同館

へ。先着順。

多くの方が抱える悩みの肩こりについ

て、予防のためのストレッチや運動など

を学びます。６月１１日（火）、午後１時３０

分～３時、北老

人福祉センター

（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。
申 込 ６月４

日から直接か電話で同センター（�２５５―
６３８０ �２５２―２４３６）へ。先着５０人。

料理初心者の方にも気軽に参加していただける男性料理教室

を開催します。指導は食生活改善のボランティアグループであ

る堺市健康づくり食生活改善推進協議会北支部（金岡わかば

会）。メニューはタンドリーチキン、小松菜の梅肉和え、コロコロ

野菜のさわやかスープ、にんじんと黄桃のヨーグルトゼリー。

７月１２日（金）、午前１０時～午後１時、同センターで。費用

３００円。エプロン、三角巾、筆記用具持参。
申 込 ６月３日から電話か FAXで住所、氏名、電話番号、

年齢、講座名を書いて、同センターへ。先着３０人。

食を中心に健康づくりを楽しく実践的に学ぶ教室です。全７

回。なお、修了者は堺市健康づくり食生活改善推進協議会の会

員として、地域の食育ボランティア活動に参加できます。同教

室に初めて参加する方で、全回参加できる方が対象。日程や内

容は表のとおり。いずれも午前９時３０分～正午（ただし７月４

日・１０月２４日は午後２時まで）、同センターで。無料。
申 込 ６月３日から電話か FAXで住所、氏名、電話番号、

年齢、講座名を書いて、同センターへ。先着３０人。

毎日いきいきと暮らし、生涯にわたって心も体も健康で元気

に過ごすためには、毎日の「食」について見直すことが大切で

す。この機会に「食生活」について考えてみませんか。

市では食育の大切さをわかりやすく伝え

るために�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。
問 合 同センターへ。

マタニティークラス
�予約制�無料
３回１セット

６月１４日 １３：００～１５：４５ １回目：妊娠中の生活・お産の進み方・呼吸法

６月２１日 １０：３０～１５：３０ ２回目：妊娠中の食事の話と調理・歯の話と歯科検診

６月２８日 １３：００～１５：４５ ３回目：赤ちゃんの育児・もく浴・先輩ママとの交流会

エンジェル交流広場
�予約制�無料 ６月２８日 １３：３０～１５：３０

１～３か月の赤ちゃんと保護者が対象
赤ちゃんとの楽しい過ごし方の話、親子のふれあい
遊び、おしゃべり交流、赤ちゃんの体重測定、保健
師などによる育児相談

やんぐ★るーきーず
�予約制�無料 ６月２５日 １３：３０～１５：３０２２歳以下で妊娠・出産した保護者が対象親子のふれあい遊び、おしゃべり交流など

BCG予防接種
無料

６月６日 １３：１０～１５：００
（受付時間は
１３：１０～１４：２０）

生後１歳に至るまでの子どもが対象
５か月児に個別通知します６月２０日

離乳食講習会
�予約制�無料 ６月２５日 �１０：００～

�１１：００～
５・６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、保護者の試食あり

カミカミパクパク離乳食
�予約制�無料 ６月２０日 １０：３０～ ９～１１か月児が対象

離乳食の進め方のお話と保護者の試食あり

子どもの歯相談室
�予約制�無料

６月１９日
９：３０～１１：００

乳幼児、小児が対象
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か月児健診でフッ素塗布を受けていない３歳
以下の子どもに１回限りフッ素塗布を行います７月１日

成人の歯科相談
�予約制�無料

６月１８日
１３：３０～１５：３０

成人、妊婦が対象
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７月２日

一般健康相談
（血液・尿検査） ６月１１日 ９：００～１１：００

�無料�
● エイズ相談、HIV検査
● HIV・梅毒・クラミジア（尿）のセット検査
● 肝炎ウイルス検査、風しん抗体検査 ＊条件あり
�有料�血液検査など
● 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

食生活相談�予約制�無料 ６月１１日 ９：１５～１１：００ 管理栄養士による生活習慣病予防等の相談

骨粗しょう症予防検診
�予約制�有料＊１ ７月１１日 ９：００～

１８歳以上の市民の方が対象
検診と結果説明、医師・管理栄養士・保健師による
相談・指導

精神保健福祉相談
�予約制�無料 ６月６、１０、１３、２６日 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

＊１ 市民税非課税世帯・生活保護世帯などに属する方は事前に保健センターへ申請をすれば無料になります（必ず印鑑を持参）。
○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か月児健診、１歳６か月児健診、３歳児健診（３歳６か月児が対象）…個別に通知します
●育児相談 ●難病相談 ●調理従事者などの検便（腸内病原菌）検査…毎週月～金曜日（祝日を除く）、９：００～１１：００

先着

各４８人

５０人

各３０人

費用

１人
２，５００円

１人
２，０００円

１人
１，５００円
（各種目）

対象

１部
小学１・２年生
２部
小学３～６年生

平成２５年４月２
日～２７年４月１
日生まれの幼児

小学１・２年生

日時

７月２２～２５日
１部
午前９時１５分～１０時２５分
２部
午前１０時３５分～１１時４５分

７月２２～２４日
午後１時１５分～２時３０分

７月２２・２３日は跳び箱
７月２４・２５日は鉄棒
いずれも
午後３～４時３０分

種目

夏期小学生トラン
ポリン教室（トラ
ンポリンの基本を
楽しく学びます）

夏期幼児体操＆ト
ランポリン教室
（トランポリンや
リズム体操で楽し
く運動します）

ミズノスポーツ塾
（鉄棒・跳び箱の
基本種目を練習し
ます）

ベビースイミング体験会のびやか健康館

北保健センター
北区役所 ４階 �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）

ホームページ http���www.sakai�kenshin.jp��

胃がん検診・大腸がん検診（集団検診）の予約、問い合わせは、がん検診総合相談センター
（�２３０―４６１６ �２３０―４６３６ ９：００～２０：００、１２月２９日～１月３日を除く）へ。

がん検診を受けましょう

３次のページから広報さかいです令和元年（２０１９年）６月１日


