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北老人福祉センターの催し

毎日の生活の中での
健康づくり

～ノルディック・ウォーキング～

12月健康教養講座12月健康教養講座

みんなの子育てひろばみんなの子育てひろば

減減ららししおおキキャャンンペペーーンン
～～塩塩分分測測定定器器貸貸しし出出ししののごご案案内内～～

当日の様子

�定期教室受け付け開始
種目などは表のとおり。有料で体験参加

することができます。詳しくは金岡公園体
育館ホームページでご覧になるか、同館
へ。
�１２月１４日、午前９時から直接同館へ。

年齢確認ができる公的書類が必要です。

北区へ引っ越して間もない就学前
の子どもとその保護者、妊娠中の方
を対象に、地域について知り、交流
を深めることを目的に子育て講座を
開催します。

慣れない地域で不安、もっと地域
のことを知りたい、親子とも友だち
を作りたいという方、ぜひご参加く
ださい。内容は、子育て支援情報提
供、交流会、親子で参加できます。
１２月１９日（木）、午前１０～１１時３０
分、北区役所５階子育て支援課キッ
ズルームで。申し込み不要。無料。
直接会場へ。

�ゆめひろば子育て講座「整理収
納講座」
日々増えるさまざまなモノ。整理

の基本を知り、子どもも含め家族み
んなで一緒にできる収納を知りまし
ょう。講師は整理収納アドバイザー
・中西和恵さん。
１２月１２日（木）、午前１０時３０分～１１
時１５分、北区役所１階大会議室で。
就学前の子どもとその保護者が対
象。
�１２月４日、午前１０時から電話で

同課へ。先着２０組。
�区役所子育てひろば「ゆめひろ

ば」
ゆめひろば（北区役所５階）では就

学前の子どもとその保護者が気軽に
集い、交流したり、おもちゃで遊ん
だりしています。子育てに関する相
談や、地域の子育て支援情報も提供
します。
開設日時は月～金曜日（祝休日、

年末年始を除く）、午前１０時～正
午、午後０時４５分～４時。就学前の
子どもとその保護者、妊婦が対象。
無料。直接会場へ。

普段の生活にノルディックウォーキン
グをプラスしませんか!２本のポール
（スティック）の正しい使い方や効果をあ
げる秘訣を学びます。
１２月１０日（火）、午後１時３０分～３時、
同センター（北区常磐町１丁２５‐１）１階
やなぎの間で。市内在住の満６０歳以上の

方が対象。動きやす
い服装。無料。
�１２月３日から直

接か電話で同センタ
ー（�２５５‐６３８０ �
２５２‐２４３６）へ。先着
３０人。
�北老人福祉センターを活用してくだ

さい!
市内在住の６０歳以上の方の健康増進・

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。詳しくは同センターへ。 気軽に集い、交流できる場所とし

て、表のとおり、みんなの子育てひ

ろばを開設しています。子育ての相
談に応じたり、地域の子育て関係情
報の提供などを行っています。無
料。詳細は各ひろばへ。

小学生を対象にしたサッカーの体験教
室です。サッカーボールに触れる機会が
少ない児童であっても、ボールにたくさ
ん触れて基本的なボールテクニックを習
得することを目標にしています。

日時、対象
は表のとお
り。１６歳以上
の保護者が同
伴してくださ
い。無料。動
きやすい服

装、フットサルシューズ（サッカースパ
イクは使用不可）、タオル、飲み物を持
参。
�１２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
〈水曜日休館〉 �２４６‐５０４１）へ。先着各
２０人。

同センターで塩分測定器の貸し出し
を行います。毎日の健康管理に、ご家
庭のみそ汁、スープなどの塩分をチェ
ックしてみませんか。高血圧などの生
活習慣病予防のための塩分チェックに
ご利用ください。貸出期間は１週間。
無料。
�１２月２日から電話か FAXで住所、氏名、電話、FAX 番号、

年齢、貸出希望日時を書いて、同センターへ。先着２０人。

北区健康のつどい
１１月２日開催の

「北区健康のつどい」
では、歩行姿勢測
定、ウォーキング情
報、栄養・食生活相
談、アルコール相
談、歯と口の健康、
健診・検診案内、生
活習慣病予防、ここ
ろの相談、肺がん・
結核検診など市民の皆さんでにぎわいました。

先着

６０人

費用（１０回）

１人５，０００円

対象

小学１～３年生

平成２５年４月２日～２７年４月１日
生まれの幼児

曜日・時間

水曜日
１５：５０～１６：５０

木曜日
１５：５０～１６：５０

種目

ジュニア
スポーツ

幼児体操

対象者

小学１・２年生

小学３・４年生

時間

１３：００～１４：１５

１４：３０～１６：００

１２月
１４日
（土）

マタニティークラス
�予約制�無料
３回１セット

１２月６日 １３：００～１５：４５ １回目：妊娠中の生活・お産の進み方・呼吸法
１２月１３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
１２月２０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

１２月５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１２月２０日

やんぐ★るーきーず
�予約制�無料 １２月２４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

１２月５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１２月１９日

離乳食講習会
�予約制�無料 １２月２０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 １２月１９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

１２月１８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１月６日

成人の歯科相談
�予約制�無料

１２月１７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１月７日

一般健康相談 １２月１０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 １２月１０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 １月９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 １２月５・９・１２・２５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。

時間
１０：００～１５：００
土・日曜日は
１０：００～１２：００

１０：００～１５：００

１０：００～１２：００
１３：００～１６：００
土曜日は
１０：００～１２：００

１０：００～１５：００

１０：００～１５：００
１０：００～１５：００
土曜日は
１０：００～１２：００

１０：００～１５：００
土・日曜日は
１０：００～１２：００

曜日
月～木、土・日
※土日は休みの
場合があります
月～金

火～金
土（不定期）

月・水・木・金
（毎月第２金は休み）

月～金

月～土

月・火・水
第２・４土曜
第３日曜

（１～３月は休み）

場所

金岡子ども館
（北区金岡町２４６９‐１）

北区北花田町４丁９３‐６
プロシードタチバナ１０２号

新金岡市民センター２階
（北区新金岡町４丁１‐８）

中百舌鳥町自治公民館３階
（北区中百舌鳥町５丁７９６―１）
北区東浅香山町２丁４‐１０２

北区百舌鳥陵南町３‐１３
乾ビル４階

南花田東町会館
（北区南花田町４１４‐１）

金岡子ども
ルーム

風ひろば

しんかなみんな
の子育てひろば

なかもず子育て
みんなのひろば
虹ひろば

子育てひろば
くるみ

やしもみんなの
子育てひろば

�北区役所子育て支援課（�２５８―６６２１ �２５８―６８８３）。

ジュニアサッカー無料教室

北保健センター

のびやか健康館

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

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）

�北区長曽根町１１７９―１８
�２５４―６６０１ �２５１―０５０９

３次のページから広報さかいです令和元年（２０１９年）１２月１日


