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AEDを使用した心肺蘇生法無料体験会
のびやか健康館
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詐欺の電話に要注意�
警察官を名乗る犯人からの高齢の方を

狙った次のような詐欺の電話に注意して

ください。

�詐欺の犯人が持っていた名簿にあな

たの名前があっ

た �捜査に協
力して欲しい

�預金を守るた
めに口座の現金

を警察官が預か

ります

警察官が、現金を引き出させたり、預

かることはありません。不審な電話がか

かってきた時は、一度電話を切って、家

族や警察に相談しましょう。

�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７日、午前９時から直接

同館へ。先着順。

夏は危険がいっぱい

夏になると花火やプール、河川などで

水遊びをする機会が増えます。事故防止

のため、次の点に注意しましょう。

�花火を安全に楽しむために
�説明書をよく読み、注意事項を必ず
守る �風の強いときは行わない �広
くて安全な場所で行う �必ず大人と一
緒に行う �水バケツを用意し、終わっ
た後は水につける

�水難事故に遭わないために
�子どもから目を離さない �子ども
だけで水辺で遊ばない �体調の悪い時
は泳がない �自分の力を過信しない

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。

心肺蘇生法（胸骨圧迫、人工呼吸）と

AED（自動体外式除細動器）の使用方法

を、兵庫県医師会認定AEDインストラ

クターや応急手当普及員などの説明と共

に、人形やAED訓練機を使いながら練

習します。どなた

でも参加できま

す。

開催日、時間は

表のとおり。いず

れものびやか健康

館（北区金岡町

２７６０―１）

で 。 無

料。直接

会場へ。

動きやす

い 服 装

で。
問 合

堺市立の

びやか健

康館�北区金岡町２７６０―１（�２４６―５０５１
�２４６―５０４１）�へ。

「子ども防災キャンプ」のプログラムの

一環として、どなたでも参加可能な一般

公開講座「防災について楽しく学ぼう」を

開催します。

８月３日（金）、午後５～６時、北区役

所エントランスホールで。講師はとれじ

ゃー BOX。入場無料。直接会場へ。多

数の皆様の参加をお待ちしています。
問 合 北区役所自治推進課（�２５８―

６７７９ �２５８―６８７４）へ。

堺老人福祉センターでは、「絵手紙教

室」を開催します。

８月７日（火）、午後１時３０分～３時３０

分。市内在住の６０歳以上の方が対象。無

料。
申 込 直接か往復はがきで住所、氏

名、電話番号、絵手紙教室参加希望を書

いて、７月１～１４日（消印有効）までに堺

老人福祉センター

（〒５９０―０８２２ 堺

区協和町３丁１２８―

４ �２４４―７１５５
�２４３―４０７８）へ。
抽選２０人。

国が実施する統計調査の調査員を募集

しています（登録制）。

調査員は、対象となる世帯や事業所へ

の調査票の配布や回収などの業務を行い

ます。担当する調査区数などに応じて、

完了後に報酬が支払われます。

なお、就任する期間は１つの調査につ

き２カ月程度です。

今年は、住宅・土地統計調査が実施さ

れます。

登録の申し込み方法など、詳しくはお

問い合わせください。

登録を希望する方は電話で北区役所企

画総務課（�２５８―６７０６ �２５８―６８１７）へ。
問 合 同課か企画部調査統計担当（�

２２８―７４５０ �２２２―９６９４）へ。

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、鶏ときのこのフリカッセ、にんじんとりんごの

サラダ、じゃがいものガレット、フルーツ寒天。

７月２４・２６・３１日、８月３日、午前１０時～午後２時（途中退

室不可）、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。なお、未就学児対象の教室は来月号でお知らせします。
申 込 ７月３日、午前９時から電話か 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１２組（８月３日のみ初め

ての方を優先）。午前９時以降に到着したFAXのみ有効。

夏休みに、栄養バランスのとれたお弁当作りにチャレンジし

てみませんか。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。

８月１６日（木）、午前１０時～午後１時３０分、同センターで。小

学６年生と中学生が対象。無料。エプロン、三角巾、筆記用

具、弁当箱を持参。

定員に満たない場合は、開催しない場合があります。
申 込 ７月９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１３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

７月２０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２７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

７月５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７月２７日

やんぐ★るーきーず
�予約制�無料 ７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

７月５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１３：１０～１４：２０７月１９日

離乳食講習会
�予約制�無料 ７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か月児の保護者が対象

子どもの歯相談室
�予約制�無料

７月１８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６日

成人の歯科相談
�予約制�無料

７月１７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７日

一般健康相談
（血液・尿検査）

７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

骨粗しょう症予防検診
�予約制�有料＊１ ９月１３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

食生活相談�予約制�無料 ７月１０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 ７月２、５、９、１２、２４、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 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。

先着

各４８人

５０人

２２人

費用

２，０００円

１，５００円

２，４００円

対象

１部
小学１・２年生
２部
小学３～６年生

平成２４年４月２日
～２６年４月１日生
まれの幼児

中学生以上

日時

７月２３～２６日
１部
９：１５～１０：２５
２部
１０：３５～１１：４５

７月２３～２５日
１３：１５～１４：３０

７月２３～２５日
１５：１５～１６：４５

種目

小学生トランポリン教室
（トランポリンの基本を学
びます）

幼児体操＆トランポリン教室
（トランポリンやリズム体
操で運動します）

卓球教室（基本の動きや技
術を学びます）

時間

１０：００～１３：００

１４：００～１８：００

１５：４５～１８：００

１５：３０～１８：００

１６：００～１８：００

１０：００～１６：００

開催日

２２日（日）

２３日（月）

２４日（火）

２６日（木）

２７日（金）

２８日（土）

７
月

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）７月１日


