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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

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

北老人福祉センターからの催し

野菜を楽しみ、
　　もっと健康に！

９月健康教養講座９月健康教養講座

くらしの健康講座
～加齢とともに注意が必要な目の病気～～～～

肺肺ががんん・・結結核核検検診診（（集集団団検検診診））

胃胃ががんん検検診診・・大大腸腸ががんん検検診診

「車内からっぽ宣言」運動推進中

マンションや月極駐車場に車を停めて

いる間に窓ガラスを割られ、車内からゴ

ルフバッグや財布などを盗まれる被害が

多発しています。

たとえドアをロックしていても安心で

きません。車内に物が置いてあれば、金

目のものが入ってると思われ、狙われま

す。

被害に遭わないために、車から離れる

際には、車内に荷物を残すことなく、車

内に物を置かないようにしましょう。

�定期教室受け付け開始
種目などは表のとおり。

詳しくは、金岡公園体育館ホームページ（h

ttp���sakai�espa. com�topics�kanaoka.htm）でご覧
になるか、同館へ。
申 込 ９月２日、午前９時から直接同館へ。

堺から広げよう�予防救急�

９月９日は救急の日です。市内では、

入浴中や転倒などによる一般負傷といわ

れる事故で救急搬送される方が増加して

います。特に入浴中の水没事故などは重

症につながるケースが多いので、未然に

事故を防ぐことが重要です。

�防ごう入浴中の事故
�お酒を飲んだら入らない
�脱衣所・浴室の温度差に注意
�入浴前
後に十分な

水分補給を

�家族に
ひと声かけ

てから入る

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。

次の教室は、定員に達していない場

合、体験参加できます（一回限り）。

�ファミリースポーツ、バドミント

ン�費用各６００円
�ジュニアスポーツ�費用３００円
�幼児体操�費用４００円

野菜の栄養や旬の情報などさまざまな

話を聞き、摂取の必要性や調理方法を学

びます。

９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 ９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。

のびやか健康館（北区金岡町２７６０―１）

では、子どものサッカーレッスンを、空

調の効いた室内ピッチで体験できます。

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 ９月３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５人。

キャンセル待ち受け付けし、キャンセ

ルが出次第、同館より連絡します。

年を取ると、「目が疲れやすくなった」

「ボヤけて見える」などを感じることがあ

ります。

一時的であったり、はっきりした症状

がなかったりすると「歳だから仕方ない」

と放っていませんか。

しかし、物の見えにくさの陰に、徐々

に進行する目の病気が潜んでいることが

あるので油断は禁物です。

今回は加齢に伴う目の病気について、

正しく知るために、

かしわぎ眼科眼科医

・柏木豊彦さんによ

る講演会を開催します。

１０月１日（月）、午後２時３０分～４時。

北保健センターで。無料。
申 込 受け付け中。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（�２５８―６６００ �２５８―
６６１４）へ。先着５０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。

９月１９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。

次の検診を表の日程で行

います。４０歳以上の市民が

対象。無料。

�肺がん・結核検診�受
け付けは午後１時３０分～３

時３０分（来年２月１日は午

前９～１１時）。直接会場へ。

�喀（かく）たん検査��
を受診する方で希望者のみ

（条件あり）。予約制。
申 込 �の予約は、検査

の１０日前までに北保健セン

ターへ。

胃がん検診を表の日程で

行います。５０歳以上の偶数

年齢の市民が対象。無料。

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。希望者は大腸がん検

診も同時に受診できます。

胃がん検診（集団検診）は

表の日程以外にも月１回北

保健センターで実施しています。なお、市内指定の協力医療機

関でも受診できます（内視鏡検査かエックス線直接撮影の選択

制。直接医療機関へ予約）。
申 込 がん検診総合相談センター（�２３０―４６１６

�２３０―４６３６�午前９時～午後８時、１２月２９日から１
月３日を除く� ホーム

ページhttp���www.sakai�kenshin.jp）へ。

マタニティークラス
�予約制�無料
３回１セット

９月１４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

９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

９月２８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

９月６日
１３：３０～１５：３０

１～３か月の赤ちゃんと保護者が対象。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９月２８日

やんぐ★るーきーず
�予約制�無料 ９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

９月６日 １３：１０～１５：００
（受け付け時間は
１３：１０～１４：２０）

生後１歳に至るまでの子どもが対象
５か月児に個別通知します９月２０日

離乳食講習会
�予約制�無料 ９月２５日

�１０：００～
�１１：００～

５・６か月児の保護者が対象。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

子どもの歯相談室
�予約制�無料

９月１９日
９：３０～１１：００

乳幼児、小児が対象。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回限りフッ素塗布を
行います１０月１日

成人の歯科相談
�予約制�無料

９月１８日
１３：３０～１５：３０

成人、妊婦が対象
歯科医師による歯科検診と相談、親子で歯科相談もできます１０月２日

一般健康相談
（血液・尿検査）

９月１１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

食生活相談�予約制�無料 ９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＊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

精神保健福祉相談
�予約制�無料 ９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

○表の事業の予約・登録は北保健センターへ（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）。
○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）…個別に通知します。
●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。

＊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北保健センターへの申請で無料になります（必ず印鑑を持参）。

先着

４０組

６０人

５０人

５０人

５４人

費用（１期１０回）

１組６，０００円

３，０００円

４，０００円

一般６，０００円
高校生３，０００円

対象

平成２６年４月２日～２８年４月１
日生まれの幼児とその保護者

小学１～３年生

平成２４年４月２日～２６年４月１
日生まれの幼児

高校生以上

曜日・時間

火曜日
１０：００～１１：２０

水曜日
１５：５０～１６：５０

木曜日
１５：５０～１６：５０

木曜日
１０：００～１１：３０

金曜日
１０：１０～１１：４０

種目

ファミリー
スポーツ

ジュニア
スポーツ

幼児体操

バドミントン

卓球

ジュニア２クラス
（小学４～６年生）

１７：５５～１８：５５

ジュニア１クラス
（小学２・３年生）

１６：５５～１７：５５

キッズクラス
（年長クラス～小学

１年生）

１５：５５～１６：５５
９月１８日（火）

９月２０日（木）

肺がん・結核検診日程表（後期分）

会場

新金岡東小学校

五箇荘東小学校

東浅香山小学校

新浅香山小学校

五箇荘中学校

金岡公民館

大泉小学校

北区役所

日程

曜日

金

火

金

金

火

金

火

金

日

７

１１

１２

１９

１３

１６

２７

１

月

９

１０

１１

２

胃がん検診（後期分）

会場

東浅香山小学校

新浅香山小学校

金岡公民館

大泉小学校

五箇荘中学校

曜日

火

金

木

金

木

日

２３

９

２２

３０

６

月

１０

１１

１２

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）９月１日


