
北地域介護家族の会(認知症家族の交流会)

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司法書士による休日・夜間無料法律相談会

行政書士による無料相談会行政書士による無料相談会

ひらめき脳トレプラス教室

楽しく通って
　元気でいきいき！

ご利用ください　障害者地域活動支援センター

ククッッキキンンググ入入門門�� 初初めめててのの食食育育体体験験講講座座

歯歯っっ健健��口口かかららははじじままるる健健康康のの秘秘訣訣
「「８８００２２００（（ハハチチママルルニニイイママルル））健健口口講講座座」」
オオトトナナののたためめののおお口口のの健健康康教教室室

内 容（予定）

歯科医師講話「８０２０の秘訣を学ぶ」／歯みがき実習

自分の口を知ろう／歯科検診・相談／お口の細菌
数測定

言語聴覚士講話「お口の機能アップ法」／修了式

日 時

９月１１日（火）
１３：３０～

９月１８日（火）
９：３０～

９月２６日（水）
９：３０～

子どもを犯罪から守ろう�
子どもを犯罪から守るため、子どもた

ちに次の５つの約束を教えましょう。

�一人で遊ばない �知らない人につ
いて行かない �連れて行かれそうにな
ったら、大声を出す �誰とどこで遊
ぶ、いつ帰るかを家の人に言う �友だ
ちが連れて行かれそうになったらすぐ大

人に知らせる

また、子どもの遊び場などで、不審者

や不審な車を発見した場合は、警察に通

報してください。

地域活動支援センターでは、障害者の

方が地域において自立した日常生活や社

会生活ができるよう支援を行っていま

す。堺市内に１７カ所、北区内に３カ所あ

ります（場所などは表のとおり）。気軽に

ご利用ください。

�生活支援型�プログラム活動や当事
者の力を高める機能を有します。

詳しくは、各地域活動支援センターか

障害者支援課（�２２８―７５１０ �２２８―８９１８）

へ。

熱中症に注意�

熱中症により毎年全国で約４万人の方

が救急搬送され、年代別では高齢の方が

５割近くを占めています。堺市内では、

昨年中に３１１人の方が熱中症により救急

搬送されました。その内、北区内は４５人

となっています。熱中症をしっかり予防

し、楽しい夏を過ごしましょう。

�熱中症予防のポイント
�室温２８℃を超えないようにエアコン
や扇風機を使う �こまめに水分補給
�外出時は涼しい服装で、日よけ対策も
する �無理をせず適度に休憩 �日頃
からバランスの良い食事と体力づくり

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。

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、自由に話をして

います。

また、季節の歌を歌い、認知症・介護

予防に効果的な「堺コッカラ体操」【写真】
で体を動かします。

お茶や紅茶を飲みながら、ほっと一息

しませんか。

９月６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。

集団回収報償金の申請は８月中に
北区内で２～７月に実施した、家庭から出た古紙や衣類などの集団回収に対す

る報償金の申請を８月３１日まで北区役所自治推進課で受け付けています。申請に

必要な事前の登録をしていない団体は、同課（�２５８―６７７９ �２５８―６８７４）へ。

認知症予防のための有酸素運動や、脳

活性プログラムに加え、むせや誤嚥（ご

えん）性肺炎予防のための話や食育ゲー

ムなどで楽しく学びます。

９月４日～１１月２０日の火曜日、全１２

回、午前９時３０分～１１時３０分。堺市産業

振興センター（中百舌鳥駅前）で。６５歳以

上の原則全日参加できる介護認定を受け

ていない方が対象。無料。
申 込 ８月６～１０日に電話か FAX で

住所、氏名、電話番号、生年月日、講座

名を書いて北保健センターへ。抽選２０人

（初めての方が優先）。

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。

８月４日（土）、午後１～４時、８月１５

日（水）、午後６～９時、９月１日（土）、

午後１～４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。

暑い季節の終わりに、疲れを回復し、

体の調子を整える食生活のコツについ

て、調理をとおして学びます。

料理が苦手、食欲がないと感じている

方も料理を楽しみましょう。

８月３１日（金）、午前１０時～午後１時、

北保健センターで。おおむね６５歳以上の

方が対象。無料。エプロン、三角巾、筆

記用具を持参。
申 込 ８月２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２０人。

遺言、相続、内容証明や各種契約書の

作成、帰化申請、建設・産廃業や宅建業

などの営業許可申請、会社設立などにつ

いて相談できます。電話相談はできませ

ん。

８月１８日（土）、午後１時３０分～４時

（受け付けは３時３０分まで）、堺市産業振

興センター（中百舌鳥駅前）セミナー室３

で。予約可。予約は、大阪府行政書士会

堺支部（�２３４―３９９９ �２６２―８５２３）へ。
問 合 同会堺支部か市民人権総務課

（�２２８―７５７９ �２２８―０３７１）へ。

料理を通じて親子で楽しく食育について学びます。野菜ソム

リエの指導で、お花畑風サラダ、ポークストロガノフ＆トマト

ライス、ナシのコンポートを作ります。

８月１７日（金）、午前１０時３０分～午後２時、同センターで。４

歳以上の就学前の子どもとその保護者が対象（小学生の兄姉の

参加可�３歳以下の弟妹の同伴不可�）。無料。エプロン、三角
巾、筆記用具を持参。
申 込 ８月２日、午前９時から電話か FAXで住所、親子の

氏名、電話番号、子どもの年齢、講座名を書いて、同センター

へ。７月募集の親子クッキングに親子とも未参加の方を優先。

先着１２組。FAXは午前９時以降に到着した分のみ有効。

３回コースで、歯や口についての基礎知識を学ぶことから、

自分自身でできるお口の健康を維持する方法（歯磨きや健口体

操）を習得する教室です。歯と口の健康について楽しく学ん

で、受講後は「北８０２０メイト会」のメンバーとして、「８０２０の輪」

を広げるボランティア活動に参加しませんか。

日程、内容は表のとおり。同センターで。１８歳以上で全回参

加できる方が対象。無料。

申 込 ８月２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２０人。

エンジェル交流広場
�予約制�無料 ８月２４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

やんぐ★るーきーず
�予約制�無料 ８月２８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

８月２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
受け付け時間は１３：１０～１４：２０８月１６日

離乳食講習会
�予約制�無料 ８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 ８月２４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

８月２２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９月３日

成人の歯科相談
�予約制�無料

８月２１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９月４日

一般健康相談
（血液・尿検査） ８月１４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 ８月１４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

精神保健福祉相談
�予約制�無料 ８月２・６・９・１３・２２・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

胃がん・大腸がん検診
�予約制�無料＊２

９月５日 北保健センター 肺がん・結核検診
（受け付け時間
１３：３０～１５：３０）

無料
直接会場へお越しください

８月３日 百舌鳥小学校

９月２１日 北保健センター ８月６日 新金岡小学校

９月２５日 五箇荘東小学校 ８月２０日 光竜寺小学校

１０月３日 北保健センター ８月２７日 北八下小学校

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）。
＊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）。
＊２ 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。

利用
人数

２０人
程度

１０人
程度

１０人
程度

電話番号

３２３―６６１１

２５０―９０２２

２５３―５５５０

所在地

北区百舌
鳥梅町３
丁２７―２

北区百舌
鳥梅町３
丁３９―３２

北区大豆
塚町１丁
２２―１６

名称

サポートセン
ターむ～ぶ

地域活動支援
センターぱれ
っと

地域活動支援
センターリン
グ・リング

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）８月１日


