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�おむつはずれ講座
肩の力を抜いて、親子のコミュニケー

ションを楽しみながらすすめるコツにつ

いてお話します。

８月２０日（火）、午前１０時３０分～１１時３０

分、北区役所１階大会議室で。

１歳２カ月以上の子どもとその保護者

（初回の方のみ）が対象。無料。
申 込 ８月５日、午前１０時から電話で

北区役所子育て支援課（�２５８―６６２１ �
２５８―６８８３）へ。先着２０組。

�わくわく体操（健康アップ教室）
介護予防運動を中心に日常生活に必要

な身体機能の維持向上をめざします。ス

トレッチ体操・筋トレ・レクリエーショ

ンなどでゆったり身体を動かします。

８月７・２８日、午後１時１０分～２時４０

分。７０歳以上の方が対象。１回７００円の

参加費が必要（要事前登録）。詳しくは、

金岡公園体育館ホームページ（http���sakai
�espa.com�topics�kanaoka.htm）でご覧にな
るか、同館へ。
申 込 受け付け中。直接同館へ。

８月３１日（土）まで営業しています。遊

泳時間は午前９時３０分～午後５時４５分。

費用は大人３００円、小・中学生１００円。ロ

ッカー使用料は１回５０円。スタンプカー

ド利用者は５回利用につき１回無料。

表のイベントの参加者を募集していま

す。詳しくは金岡公園プールホームペー

ジ（http���sakai�pool.jp）でご覧になるか、
同プール（北区長曽根町１１７９―１８ �・�
２５３―００８０）へ。

�防災に役立つ�身の回りのもの
でできる抱っことおんぶ講座
災害時、動きやすく安心できる抱

っことおんぶの仕方を学びません

か？

講師はベビーウェアリングコンシ

ェルジュ・北口裕子さん。

３階イオンホールで。無料。

抱っこ講座は１０時３０分～１１時３０

分、首すわり以降１歳未満の子ども

とその保護者が対象。おんぶ講座は

午後１～２時。生後７カ月～２歳未

満の子どもとその保護者が対象。
申 込 ８月９日、午前１０時から電

話で北区役所子育て支援課（�２５８―
６６２１ �２５８―６８８３）へ。先着各１５組。

�子育て支援コーディネーター講
座「はじめての幼稚園えらびかた講
座」
幼稚園ってどんなところ？入園す

るにはどうすればいいの？など基本

的なことをお話します。入園をお考

えの方が対象。親子で参加できます。

午後３～３時３０

分、３階イオンホー

ルで。無料。
申 込 ８月８日、

午前１０時から電話で

北区役所子育て支援課（�２５８―６６２１
�２５８―６８８３）へ。先着１５組。

脳卒中についての話と認知症予防にも

なる脳トレなどを学びます。

８月１３日（火）、午後１時３０分～２時３０

分、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 ８月６日から直接か電話で同セ

ンター（�２５５―６３８０ �２５２―２４３６）へ。先
着５０人。

�子宮がん検診を実施します
子育て世代などの女性のがんの早

期発見のため、子宮がん検診を実施

します。

午後１時３０分～３時３０分。９月１

日現在、市内在住の２０歳以上で偶数

年齢の女性（奇数年齢で前年の偶数

年齢時に堺市の子宮がん検診を受診

していない方は、事前に申請が必要）

が対象。無料。

申 込 ８月５日から電話か FAX

でがん検診総合相談センターへ。先

着６０人。検診受診者の同伴の子ども

に託児カー（１～３歳の子どもが対

象）を用意しています。託児カーの利

用を希望する場合は、申し込み時に

お伝えください。その他の日程は広

報さかい１０ページをご覧ください。
問 合 同センター（�２３０―４６１６

�２３０―４６３６）。

簡単なステップやリズムの取り方を学

び、音楽に合わせて楽しく体を動かしま

す。初心者の方でも安心して参加できま

す。

８月２４日（土）、午前１０時３０分～１１時３０

分。小学生（１６歳以上の保護者同伴）が対

象。無料。動きやすい服装、室内シュー

ズ、タオル、飲み物を持参。
申 込 ８月５日、午前１１時から直接か

電話で同館（北区金岡町２７６０―１ �２４６―
５０５１ �２４６―５０４１�水曜日休館�）へ。先
着１５人。

認知症予防のための有酸素運動や、脳活性化プログラムに加

え、むせや誤嚥（ごえん）性肺炎予防のための話や食育ゲームな

どで楽しく学びます。

９月１３日～１１月２９日の金曜日（１１月８日を除く）、１１月６日

（水）の全１２回、午前９時３０分～１１時３０分、堺市産業振興センタ

ー（中百舌鳥駅前）で。６５歳以上で原則全日参加できる介護認定

を受けていない方が対象。無料。
申 込 ８月５～９日に電話か FAX で住所、氏名、電話番

号、生年月日を書いて、同センターへ。抽選２０人（初めての方

が優先）。

暑い季節の疲れを回復し、体の調子を整える食生活のコツに

ついて調理をとおして学びます。料理が苦手、食欲がないと感

じている方も料理を楽しみましょう。

８月３０日（金）、午前１０時～午後１時、同センターで。おおむね

６５歳以上の方が対象。無料。エプロン、三角巾、筆記用具を持参。
申 込 ８月５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、同センターで。先着２０人。

料理を通じて親子で楽しく食育について学びます。野菜ソム

リエの指導で、ケーキ寿司、薄揚げの夏野菜ピザ、お吸い物、

すいかのキラキラゼリー添えを作ります。

８月２９日（木）、午前１０時３０分～午後２時、同センターで。４

歳以上の就学前の子どもとその保護者が対象（小学生の兄姉の

参加可�３歳以下の弟妹の同伴不可�）。無料。エプロン、三角
巾、筆記用具を持参。
申 込 ８月５日、午前９時から電話か FAXで住所、親子の

氏名、電話番号、子どもの年齢、講座名を書いて、同センター

へ。７月募集の親子クッキングに親子とも未参加の方を優先。

先着１２組。午前９時以降に到着したFAXのみ有効。

エンジェル交流広場
�予約制�無料

８月２３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９月５日

やんぐ★るーきーず
�予約制�無料 ８月２７日 １３：３０～１５：３０ ２２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

８月１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８月１５日

離乳食講習会
�予約制�無料 ８月２７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 ８月２３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

８月２１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９月２日

成人の歯科相談
�予約制�無料

８月２０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９月３日

一般健康相談
（血液・尿検査） ８月１３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 ８月６日 ９：１５～１１：００ 管理栄養士による生活習慣病予防などの相談

骨粗しょう症予防検診
�予約制�有料＊１ ９月１２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 ８月１・８・２８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。

定員

１２人

―

各１０人

５０人

―

参加費

無料

時間

１３：３０～１４：００

１５：３０～１６：００

１６：００～１６：４５

１３：３０～１３：４０

１１：３０～１２：００

９：３０～１６：００

申込期間

８／１より受付

当日受付

１週間前から受付

当日受付

―

開催日

８／１０

８／１１

８／１０・１７・２４

８／１８

８／３

土・日・祝
８／１３～８／１６

対象

小学生

小学生以上

小学生以下

小学生以上

幼児

イベント名

ライフガード体験

元オリンピック選手に
よるスイムレッスン

タイムトライアル

ワンポイントレッスン

宝探し

着衣水泳体験

アヒルプール

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）
北保健センター

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）８月１日


