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北区長曽根町1179-18問 合 

北老人福祉センターの催し

金融トラブルに
巻き込まれないために

６月健康教養講座６月健康教養講座

北地域介護家族の会(認知症家族の交流会)

高校生などに奨学金
の申請を受け付け

司法書士による休日・夜間無料法律相談会司法書士による休日・夜間無料法律相談会

男性料理教室男性料理教室男性料理教室

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
「ウオ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２８日
（木）

７月５日
（木）

７月１９日
（木）

８月２３日
（木）

９月６日
（木）

９月２７日
（木）

１０月２５日
（木）

回

１

２

３

４

５

６

７

知知っってて得得すするる アアンンチチエエイイジジンンググ講講座座

身近な「危険物」に注意

６月は危険物安全月間です。私たちの

身の回りには、ガソリンや灯油、油性塗

料など、火が付きやすかったり、爆発し

たりする危険物がたくさんあります。ま

た、ヘアスプレーや殺虫剤などにも危険

物が含まれているものがあります。

製品の使用上

の注意事項など

で正しい取り扱

い方法や保管方

法を必ず確認

し、危険物によ

る火災や事故を

防ぎましょう。

�体組成（Boca）測定会～健康増進
への第一歩～
�筋肉量・体脂肪量、�お腹周りの

脂肪量、�体組成、�体型評価の４つ
の項目を測定し、結果を説明します。

ぜひこの機会に自分の体を知って健

康維持に役立てましょう。高校生以上

が対象。

�日程�６月２４・２６～２９日
�時間�午前９時１５分～正午、午後
１～４時４５分の予約制（所要時間は１５

分程度）

�参加費�トレーニング講習を受講
済みの方は１回３００円、未受講の方は

１回５００円
申 込 ６月４日から直接か電話で同

館へ。当日申し込み可。

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。

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。
「火気厳禁」の
表示に注意�

経済的な理由により修学が困難な方

に、年額３万２，０００円の奨学金を給付

します（所得など審査あり）。高校１年

生（本年度入学者）と支援学校高等部

（専攻科を除く）に在学の方が対象。

７月２～１１日（土・日曜日を除く）、

午前９時～午後５時１５分に北区役所２

階教育・健全育成相談窓口へ。定員

４８０人。ただし、府が実施する「奨学の

ための給付金」を受給できる方（生活保

護�生業扶助�・市民税所得割額非課税
世帯）を除きます。

詳しくは広報さかい７ページや市ホ

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。
問 合 学務課（�２２８―７４８５ �２２８―

７２５６）へ。

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、初心者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）。親子ともにスイムキャップ、

水着、バスタオル持参（貸し出しなし）。

水中用おむつのみでの参加は不可。

�６月８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。

�６月１８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教えます。
申 込 ６月２日、午前１１時から直接か

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

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。

６月２０日（水）、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�土・日曜日、祝休日
を除く、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。

手口が巧妙化している金融にまつわる

詐欺について、被害に遭わないためのポ

イントや対処法を学びます。

６月１２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５日から直接か電話で同セ

ンター（�２５５―６３８０ �２５２―２４３６）へ。先
着４０人。 参加者の皆さんで、日常生活の中で気

になる事や心配事などを、自由に話しま

す。

また、季節の歌を歌い、認知症・介護

予防に効果的な「コッカラ体操」【写真】で
体を動かします。

お茶を飲みながら、ほ

っと一息しませんか。

７月５日（木）、午後１

時３０分～３時、北区役所

１階大会議室で。認知症の方とその家族

が対象。直接会場へ。
問 合 北基幹型包括支援センター（�

２５８―６８８６ �２５８―８０１０）へ。

料理初心者も気軽に参加できる男性料

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・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）。メニューはサラダそば、豚肉

のピカタポン酢おろし添え、野菜炒め、

デザート。

７月１３日（金）、午前１０時～午後１時、北

保健センターで。費用３００円。エプロン、

三角巾、手拭きタオル、筆記用具を持参。
申 込 ６月４日から電話か FAX で住

所、氏名、電話番号、年齢を書いて、同

センター（�２５８―６６００ �２５８―６６１４）へ。
先着３０人。

食を中心に健康づくりを楽しく実践的に学びます。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（７月５日・１０月２５

日は午後２時まで）、同センターで。無料。
申 込 ６月４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。

運動を続ける大切さと姿勢を保つ方法を、理学療法士・柔道

整復師・健康運動指導士による講話と実技から楽しく学びま

す。

６月２５日（月）、午前１０時～正午、同センターで。おおむね３０

～６４歳の方が対象。無料。動きやすい服装で運動靴、飲み物を

持参。
申 込 ６月１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。

マタニティークラス
�予約制�無料
３回１セット

６月８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１５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２２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７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か月の赤ちゃんと保護者が対象６月２２日

BCG予防接種
無料

６月７日
１３：１０～１５：００

５か月児に個別通知
生後１歳に至るまでの子どもが対象
受け付けは１３：１０～１４：２０６月２１日

離乳食講習会
�予約制�無料 ６月２６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。生後５・６か月児の保護者が
対象

カミカミパクパク離乳食
�予約制�無料 ６月２１日 １０：３０～ ９～１１か月児の離乳食の進め方の話と保護者の試食

子どもの歯相談室
�予約制�無料

６月２０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７月２日

成人の歯科相談
�予約制�無料

６月１９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７月３日

一般健康相談
（血液・尿検査）

６月１２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＊１ ７月１２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 ６月１２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 ６月４、７、１１、１４、２６、２７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 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か月児が対象）…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）、９：００～１１：００。
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 ９：００～２０：００ １２月
２９日～１月３日を除く）へ。

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

のびやか健康館

ベビースイミング体験会

３次のページから広報さかいです平成３０年（２０１８年）６月１日


