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

室内子どもサッカースクール
無料体験レッスン

のびやか
健康館

高齢者のための健康料理教室高齢者のための健康料理教室
～やさしくつくっておいしく食べる～

歯っぴー栄養クラブ会員募集歯っぴー栄養クラブ会員募集歯っぴー栄養クラブ会員募集
栄養士・歯科衛生士の資格をお持ちの方へ

高高齢齢者者いいいい歯歯自自慢慢ココンンテテスストト
参参加加者者募募集集

胃胃ががんん検検診診・・大大腸腸ががんん検検診診をを受受けけままししょょうう

オレオレ詐欺が多発中

高齢の方の家に息子を名乗り電話を掛

けることで、多額の現金をだまし取る詐

欺が多発しています。

犯人グループは、「風邪を引いて喉の

調子が悪い」「携帯電話が壊れたので番号

が変わった」などと電話を掛け、その後

「不倫相手を妊娠させてしまったので示

談金が必要」「会社のお金を使ってしま

い、至急お金が必要」などと要求してき

ます。

�被害に遭わないために
�知らない番号の電話には出ない。
�息子などを名乗る電話があれば、本
人かどうかを確認する。

電話でお金の話をされた場合は一人で

判断せず、家族や警察に相談しましょ

う。

�「金岡キッズ」 参加者募集
スポーツの基本「走る�」「跳ぶ�」

「投げる�」をテーマに、楽しみながら
運動能力向上をめざします。

関西トップクラスの競技力を有する

大阪体育大学が中心となり、指導しま

す。

保護者に向けた講座もあります。

３月２６日、午後１～５時、２７日、午

前９時～午後３時。小学生が対象。費

用４，０００円。

詳しくは同館ホームページ（http���sa
kai�espa.com�topics�kanaoka.htm）でご覧
になるか、同館へ。
申 込 ２月１０日、午前９時から直接

同館へ。先着８０人。

子どものサッカーレッスンを、空調の

効いた室内で体験できます。通常開催中

のサッカースクールにも参加できます。

日時、対象は表のとおり。無料。動き

やすい服装、靴底が奇麗な運動靴（スパ

イク禁止）、タオル、飲み物持参。ボー

ルは同館で用意します。

申 込 ３月５日、午前１０時３０分から直

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
各５人。

平成２９年の火災概況

北消防署管内では、昨年中に２７件の火

災が発生し、２人が死亡、５人が負傷し

ました。いずれも前年と比べ増加してい

ます。火災の主な原因は、放火（疑いを

含む）、コンロ、電気機器となっていま

す。家庭や職場から火事を出さないよ

う、今一度火の元を点検しましょう。

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（�２５０―０１１９ �

２５３―２０１６）へ。

市民の健康づくりのために活躍してい

る栄養士・歯科衛生士のボランティアグ

ループ「歯っぴー栄養クラブ」の主催で、

料理教室を開催します【写真】。家族に高
齢の方がいる方が対象。メニューは押し

麦ごはん、ブロッコリーとツナの簡単グ

ラタン、かぶと長芋の柚子みそ和え、ミ

ネストローネ、ヨーグルトムース。講話

と調理実習を通じて、家庭でできる高齢

の方向けの調理の工夫や口腔（こうくう）

ケアについて学びます。

３月１５日（木）、午前９時３０分～午後２

時（受け付けは午前９時２０分から）、北保

健センターで。費用５００円。エプロン、

三角巾、タオル、筆記用具を持参。
申 込 電話か FAX で住所、氏名、電

話番号、年齢、講座名を書いて、３月２

～９日に健康医療推進課（�２２２―９９３６
�２２８―７９４３）へ。先着２４人。

地域の皆さんの食生活や口の健康をサ

ポートする栄養士・歯科衛生士のボラン

ティアの会「歯っぴー栄養クラブ」の会員

を募集しています。

活動内容は、地域の子育てサークル、

老人クラブなどへの食生活・歯磨き指

導、各種イベントでの相談【写真】、料理
講習会など。

また、会員の学習機会として、会員主

催の学習会、講師を招いての研修会など

があります。詳しくは市ホームページ

（アドレスは広報さかい１ページ参照）で

ご覧になれます。

活動に興味のある方や未経験者を歓迎

します。まずは連絡のうえ、学習会や活

動の見学に気軽にお越しください。
問 合 北保健センター（�２５８―６６００

�２５８―６６１４）か健康医療推進課（�２２２―
９９３６ �２２８―７９４３）へ。

市と堺市歯科医師会が「高齢者いい歯自

慢コンテスト」を開催します。８０歳以上（昭

和１３年３月３１日以前に生まれた方）で自分

の歯が２０本以上ある方が対象。今までに同

コンテストで最優秀賞、大阪府歯科医師会

長賞、堺市歯科医師会長賞、優秀賞で表彰

された方の応募はご遠慮ください。

各保健センターで審査し、特に優秀な方を表彰します。
申 込 電話か FAXで住所、氏名、電話番号、生年月日を書

いて、３月２～３０日に同センターへ。

FAX の場合、受け取りの連絡をします。連絡がない場合

は、お知らせください。

市内在住で５０歳以上の偶数年齢の方を対象に、胃がん検診を

実施しています（奇数年齢の方でも、直前の偶数年齢時に受診

していなければ受診できます）。検査は、バリウムを飲んでの

胃部のエックス線間接撮影です。

４月４日（水）、午前９時～正午、北保健センターで。希望者

は大腸がん検診も同時に受診できます。

５月以降の実施予定は、来月号でお知らせします。

また、市内指定医療機関でも胃がん検診、大腸がん検診の受

診ができます（同機関へ直接予約）。
申 込 ３月１日から電話か FAXで住所、氏名、電話番号、

生年月日、希望日、大腸がん検診希望の有無を書いて、がん検

診総合相談センター（�２３０―４６１６ �２３０―４６３６ ホームページ

http://www.sakai―kenshin.jp/�年中無休・午前９時～午後８
時�）へ。先着４５人。

マタニティークラス
�予約制�無料
３回１セット

３月９日 １３：００～１５：４５ １回目：妊娠中の生活・お産の進み方・呼吸法・妊婦体操

３月１６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

３月２３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

３月１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。１～３カ月の赤ちゃんと保護者が対象３月２３日

やんぐ★るーきーず
�予約制�無料 ３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

３月１日
１３：１０～１５：００

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
受け付け時間は１３：１０～１４：２０３月１５日

離乳食講習会
�予約制�無料 ３月２７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

３月１４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４月９日

成人の歯科相談
�予約制�無料

３月２０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４月３日

一般健康相談
（血液・尿検査） ３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

骨粗しょう症予防検診
�予約制�有料 ５月１０日 ９：００～

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

食生活相談�予約制�無料 ３月１３日 ９：１５～１１：００ 管理栄養士による生活習慣病予防等の相談

精神保健福祉相談
�予約制�無料

３月１・５・８・１２・２７・
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

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。
＊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。
＊胃がん検診・大腸がん検診（集団）の予約、問い合わせなどは、がん検診総合相談センター（�２３０―４６１６ 年中無休・９：００～２０：００）へ。

火災件数（北消防署管内）
前年比
＋１
＋２
＋１

―３，７４３
＋１５８

平成２９年
２７
２
５

１１，５８１
３６６

火災件数（件）
死者（人）
負傷者（人）
損害額（千円）
焼損面積（�）

火災原因ワースト３
（北消防署管内）

前年比

＋２

―３

＋４

件 数

７

５

４

原 因

放火
（疑いを含む）

コンロ

電気機器

ジュニア２クラス
（新小学４～６年生）

１７：５５～１８：５５

ジュニア１クラス
（新小学２・３年生）

１６：５５～１７：５５

キッズクラス
（新年長～
新小学１年生）

１５：５５～１６：５５
３月２０日（火）

２２日（木）

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

問 合 北堺警察署生活安全課
（�２５０―１２３４）へ。

防防犯犯ココーーナナーー

３次のページから広報さかいです平成３０年（２０１８年）３月１日


