
高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢ののののののののののののののののののののののののののののの方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方ののののののののののののののののののののののののののののの運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転免免免免免免免免免免免免免免免免免免免免免免免免免免免免免許許許許許許許許許許許許許許許許許許許許許許許許許許許許許

東
京
・
さ
か
い
交
流
会

 1254-6601　FAX251-0509

北区長曽根町1179-18問 合 

北区区民活動支援コーナー北区区民活動支援コーナー北区区民活動支援コーナー北区区民活動支援コーナー

北老人福祉センターからの催し

骨・カルシウムセミナー
７月健康教養講座７月健康教養講座

～北区のなつかしの写真も募集～

写真写真
募 中集中募集中 北区写真展 教えてください、あなたの

お気に入りの北区

司法書士による司法書士による司法書士による無料相談会無料相談会無料相談会

住宅用火災警報器の
電池切れに注意

火災の早期発見に効

果のある住宅用火災警

報器の設置が義務付け

られています。同警報

器が電池式のタイプの

場合は、電池交換を切れる前にしてくだ

さい。火災警報器本体にも寿命がありま

す。詳しくは購入した業者やメーカーに

問い合わせてください。

また、悪質な訪問販売や点検にも注意

してください。消防職員が各種防災機器

などを訪問販売・点検することはありま

せん。「消防署から来ました」「消防署の

許可を受けて販売に来ました」などの語

りかけや不当な販売など、不審に感じた

ら押印・サインをせずに断ってくださ

い。

もし押印・サインをしてしまったら、

８日以内の場合クーリング・オフ制度が

適用され、無条件の解約が可能です。詳

しくは消費生活センター（�２２１―７１４６
�２２１―２７９６）へ。

北区の好きな風景、思い出の場

所、お気に入りの道、隠れた名所な

どの写真を「写真展部門」「スマホ部

門」で募集しています。

申し込み方法など詳しくは、北区

役所市政情報コーナーにある募集案

内か北区ホームページ（アドレスは

区広報紙１ページ参照）でご覧にな

れます。
問 合 北区役所自治推進課（�２５８

―６７７９ �２５８―６８１７）へ。

防防災コーナー 防災コーナー 防災コーナー 
問 合 北消防署予防課（�２５０―

０１１９ �２５３―２０１６）へ。

併せて、昔の建物や風景、行事などを
撮影した北区のなつかしの写真も募集し
ます。
申 込 現像された写真の場合は直接か

郵送、データの場合は電子メールで住
所、氏名（ふりがな）、電話番号、撮影場
所、時期、作品へのコメントを書いて、同
課（〒５９１―８０２１ 北区新金岡町５丁１―４
�２５８―６７７９ �２５８―６８１７ 電 子

メールkitajisui@c
ity.sakai.lg.jp）へ。

日本人に不足しているといわれている

カルシウムは、骨を作る大切な栄養素の

一つです。カルシウムの役割や働きにつ

いて栄養士から学びます。

７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 ７月４日から直接か電話で同セ

ンター（�２５５―６３８０ �２５２―２４３６）へ。先
着４０人。

�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 ７月１日、午前９時から直接

同館へ。

北区区民活動支援コーナー（北区新金

岡町４丁１―８ 新金岡市民センター２

階）では次の催しを行います。

支援コーナー

「夏休み体験講座」
�自然工作教室�セミについて学び、
木や紙でセミを作ります。講師はおおい

ずみどんぐりの会。７月２６日（水）、午前

１０時３０分～正午。小学生以下（未就学児

は保護者同伴で）が対象。材料費１００円。

はさみ、色えんぴつを持参。

�古典を楽しもう�見て聞いて楽しい
落語の世界を体験します。講師は絵本倶

楽部トムテ代表・イザベルさん、玉子亭

掛御飯さん、焼酎亭ウーロンさん。７月

２９日（土）、午後１～２時３０分。小学生以

上が対象。

�みんなで学ぼうリサイクルと楽しい
エコ工作�廃油を使ってろうそくを作り
ます。講師はリサイクル募金推進連絡会

・岩野豊治さん。８月３日（木）、午後１

時３０分～３時。小学生以下（未就学児は

保護者同伴で）が対象。材料費１００円。ジ

ャムなどのふた付き空きびん持参。
申 込 ７月５日、１０時から直接か電

話、FAXで氏名、電話番号、年齢、�
～�を書いて、同コーナー（�・�２５８―
３９１１�月曜日・祝休日、１８日は休館�）
へ。先着��２０人、�３０人。

相続・遺言・不動産・成年後見・会社

登記などの相談に無料で応じます。電話

相談はできません。

７月１日、午後１～４時、７月１９日、

午後６～９時、司法書士総合相談センタ

ー堺（堺東駅前）で。要予約。予約は、大

阪司法書士会堺支部（�０８０―４２３３―４０４０
�受け付けは午前１０時～午後４時�）へ。

問 合 同会堺支部か市民人権総務課

（�２２８―７５７９ �２２８―０３７１）へ。

夏休み親子クッキング

料理をとおして親子で食育について学びます。

メニューは、デコレーション寿司、あじと豆腐のカレー炒

め、キュウリとトマトのサラダ、オリジナルスープ、オレンジ

寒天。

なお、未就学児対象の教室は来月号でお知らせします。

７月２５・２７日、８月３・４日、午前１０時～午後２時、同セン

ターで。小学生とその保護者が対象。４歳以上の弟妹の同伴

可。無料。エプロン、三角巾、筆記用具を持参。
申 込 ７月４日から電話か FAXで住所、親子の氏名、電話

番号、学年、講座名、同伴の子どもの年齢、参加希望日を書い

て、同センターへ。先着各１５組（８月３日のみ初めての方を優

先のうえ１０組）。

チャレンジ�クッキング講座
夏休みに簡単でおいしい昼食作りにチャレンジしませんか。

成長期に必要な栄養など、食の大切さについても学びます。

メニューは、２種類のロールサンド、簡単ナゲット、夏野菜

のサラダ、トマトスープ、オレンジ寒天。

８月１７日（木）、午前１０時～午後１時３０分、同センターで。小

学６年生～中学生が対象。無料。エプロン、三角巾、筆記用具

を持参。
申 込 ７月１０日から電話か FAXで住所、氏名、電話番号、

学年、講座名を書いて、同センターへ。先着２４人。

マタニティークラス
�予約制�無料
３回１セット

７月１４日 １３：００～１６：００ １回目・妊娠中の生活・お産の進み方・呼吸法

７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

７月２８日 １３：００～１６：００ 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

７月６日
１３：３０～１５：３０

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。生後１～３カ月の赤ちゃんと保護者が対象７月２８日

やんぐ★るーきーず
�予約制�無料 ７月２５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

７月６日
１３：１０～１４：２０ ５カ月児に個別通知

生後１歳に至るまでの子どもが対象７月２０日

離乳食講習会
�予約制�無料 ７月２８日 �１０：００～

�１１：００～
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。５・６カ月児の保護者が対象

子どもの歯相談室
�予約制�無料

７月１９日
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８月７日

成人の歯科相談
�予約制�無料

７月１８日
１３：３０～１５：３０ 歯科医師による歯科検診と相談・成人、妊婦の方が対象

親子で歯科相談可８月１日

一般健康相談
（血液・尿検査） ７月１１日 ９：００～１１：００

�無料�エイズ相談、HIV 抗体・梅毒（血液検査）・クラ
ミジア（尿検査）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 ７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 ８月１０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 ７月３、６、１０、１３、２５、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

生活保護世帯・市民税非課税世帯などに属する方は事前に保健センターに申請をすれば無料になる検診もあります（必ず印鑑を持参）。
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カ月児が対象）…個別通知。転入転出の場合は保健センターへ。
＊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）、９：００～１２：００。
＊胃がん検診・大腸がん検診、肺がん・結核検診の詳しい内容、日程などについては、保健センターまでお問い合わせください。
＊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。

先着

各４８人

５０人

３０人

費用

２，０００円

１，５００円

１，５００円

対象

１部
小学１・２年生
２部
小学３～６年生

平成２３年４月２日
～２５年４月１日生
まれの子ども

小・中学生

日時

７月２５～２８日
１部
９：１５～１０：２５
２部
１０：３５～１１：４５

７月２５～２７日
１３：１５～１４：３０

７月２５～２７日
１５：１５～１６：３０

種目

小学生トランポリン
（トランポリンの基本を学
びます）

幼児体操＆トランポリン
（トランポリンやリズム体
操で運動します）

なぎなた
（なぎなたの基本を学びま
す）

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

３次のページから広報さかいです平成２９年（２０１７年）７月１日


