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赤十字　健康生活支援講習会赤十字　健康生活支援講習会
締め切りは１月15日(火)

北老人福祉センターからの催し

寝たきりにならないために
転倒、骨折の予防法

１月健康教養講座１月健康教養講座

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

楽しいボランティア講座

ボランティアのつどい開催

楽しいボランティア講座

ボランティアのつどい開催
＆＆

認知症サポーター養成講座

おおいいししいい調調理理講講習習会会
～～食食生生活活ででロロココモモ予予防防～～

日日曜曜日日にに胃胃ががんん・・大大腸腸ががんん検検診診をを実実施施

１月１０日は「１１０番の日」です

１１０番は、事件・事故の緊急通報電話

です。

１１０番通報では、事件・事故の内容、

自分のいる場所、目標となる建物の状況

などを詳しく伝えてください。

いたずらの１１０番通報は、緊急な事件

・事故の対応に支障を来すので、絶対に

しないでください。

緊急を要しない相談・要望などについ

ては、警察相談電話「＃９１１０」や最寄りの

警察署・交番へお願いします。

�金岡公園テニススクール～受講生募
集中～
初心者歓迎。基礎から指導します。中

学生以上が対象。詳しくは同館ホームペ

ージ（http:

//sakai―es

pa.com/to

pics/kana

oka.htm/）

でご覧にな

れます。
申 込 受け付け中。直接か電話で同館

へ。

文化財防火デー

文化財防火デーの制定は、昭和２４年１

月２６日、現存する世界最古の木造建築物

である法隆寺（奈良県生駒郡斑鳩町）の金

堂が炎上し、壁画が焼損したことに基づ

いています。

昭和３０年に、文化財保護委員会（現在の

文化庁）と国家消防本部（現在の消防庁）

が１月２６日を「文化財防火デー」と定め、文

化財を火災や震災などの災害から守ると

ともに、全国的に文化財防火運動を展開し、

国民一般の文化

財愛護に関する

意識の高揚を図

っています。

大切な文化財

を火災から守り

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。

音楽のリズムに合わせて体を動かすこ

とで脳の活性化を図ります。その後、円

柱状の棒を使ってストレッチも行いま

す。背中周辺の筋肉をほぐすことで肩こ

り・腰痛の予防改善の効果が期待できま

す。

１月１８日（金）、正午～午後１時、１月

２１日（月）、午後２～３時、のびやか健康

館（北区金岡町２７６０―１）で。１６歳以上の

方が対象。無

料。１人１

回。動きやす

い服装でタオ

ル、飲み物を

持参。シューズは不要。
申 込 １月７日、午前１１時から直接か

電話で同館（�２４６―５０５１�水曜日休館�
�２４６―５０４１）へ。先着各３０人。

高齢期を健やかに過ごすための知識

と、高齢の方が自立して生活するための

支援や介護に役立つ知識・技術を習得す

ることを目的に開催します。無料。全５回。

�日時�２月５日～３月５日の火曜
日、午後１時３０分～４時（初日と最終日

は午後４時３０分まで）

�場所�北区役所３階３０２会議室
�対象�北区在住の１５歳以上の方で、

初めて受講する方
申 込 往復はがき（１人１通）で住所、

氏名（ふりがな）、昼間に連絡の取れる電

話番号、年齢、「赤十字健康生活支援講

習会受講希望」を書いて、１月１５日（消印

有効）までに日赤堺市北区地区事務局（〒

５９１―８０２１ 北区新金岡町５丁１―４ 北

区役所自治推進課内 �２５８―６７７９ �
２５８―６８７４）へ。抽選３５人。これからボランティアを始めてみたい

方や既にボランティア活動をしている方

が対象の講座です。認知症について学

び、他のボランティアの皆さんと交流を

深めてみませんか。ぜひご参加ください。

２月１３日（水）、午後１時３０分～３時３０

分、北区役所１階大会議室で。無料。

内容は次のとおりです。

�認知症サポーター養成講座�認知症
を正しく理解し、認知症の方やその家族

を温かく見

守る応援者

になること

をめざしま

す。

�ボラン
ティアのつどい（交流会）�北区のボラン
ティア相談員を交え、お茶を飲みながら

リラックスした雰囲気で意見や情報を交

換します。
申 込 受け付け中。電話か FAX、電

子メールで住所、氏名、電話番号を書い

て、堺市社会福祉協議会北区事務所（�
２５８―４７００ �２５８―４７７０ 電 子

メールkita@sakai�sya
kyo.net）へ。

寝たきりの原因などを、機能訓練指導

員から詳しく学びます。

１月８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 １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。

毎日を元気に過ごすためには、低栄養を

予防し健康的な食生活をおくることが大切

です。バランスのとれた食事について調理

をとおして学んでみませんか。料理が苦

手、食欲がない、体重が減ってきたと感じ

ている方も、みんなで料理を楽しみましょ

う。

１月１８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 １月７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。

がんは早期発見が重要です。一人でも多く

の方が、自覚症状がないうちにがん検診を受

診いただける機会を設けるため、次のとおり

胃がん・大腸がん検診（同時受診のみ）を行います。

３月１７日（日）、午前９時から北保健セ

ンターで。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、大腸がん検診は便潜

血検査です。

詳しくは広報さかい１１ページ参照。
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～１月３日を除く�ホームページhttp���www.sakai�kensh
in.jp�）へ。先着４０人。

エンジェル交流広場
�予約制�無料

１月１０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１月２５日

やんぐ★るーきーず
�予約制�無料 １月２９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

１月１７日 １３：１０～１５：００
（受付時間は
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１月３１日

離乳食講習会
�予約制�無料 １月２９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

１月１６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２月４日

成人の歯科相談
�予約制�無料

１月２２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２月５日

一般健康相談
（血液・尿検査） １月８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 １月８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 ３月１４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

１月７・
１０・２３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へ申請をすれば無料になります（必ず印鑑を持参）。
○表の事業の予約・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）。
○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。
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 �２３０―４６３６ ９：００
～２０：００ １２月２９日～１月３日を除く）へ。

先着

２４人

２４人

１２人

１６人

１２人

１２人

１０人

クラス

中級

初級

初級

マッチ
（試合形式中心）

初心初級

初中級

初心初級

時間帯

１０：００～１２：００

１０：００～１２：００

１０：００～１２：００

１０：００～１２：００

１９：００～２０：４５

９：００～１０：００

曜日

火

水

木

金

土

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）

かんたんリズム体操＆爽快棒
無料体験会

北保健センター

のびやか
健 康 館

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３１年（２０１９年）１月１日


