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北区長曽根町1179-18問合 

保護者の皆さんへ

子どもが被害に遭わないために

台風に対する備え

催し
北老人福祉センターの

８月健康教養講座

災害に備えて

健康な歯をめざ
しましょう

次の事項について子どもたちに繰り返

し、指導してください。

�家にいるときも玄関の鍵を必ず掛け
る。�留守番をしているとき、知らない
人が来ても、ドアを開けない。�知らな
い人が家に入ろうとしたら大声を出して

助けを呼び、１１０番通報する。

不審に思えば、北堺警察署に連絡して

ください。�サンファインエクササイズ（ウオ
ーキング教室）
公園内のジョギングコースを正しい

フォームで歩き、日常生活で簡単に行

える筋力トレーニングやストレッチを

紹介します。

毎週木曜日（祝日を除く）、午前１０～

１１時１５分（雨天時は屋内で実施）。当日

午前１０時までに、直接体育館窓口へ。

参加費はトレーニング講習を受講済み

の方は３００円、トレーニング講習を未

受講の方は５００円。

日本列島には毎年、夏頃を中心に台風

が襲来し、大雨や強風による大きな被害

が発生しています。備えをすることで被

害を未然に防いだり、軽減したりするこ

とが可能です。

台風接近の情報を得た場合には、台風

に備え、次の準備をしてください。

�台風が来る前
�ラジオやテレビなどの気象情報を聞
き、進路などを確認する。�できるだけ
外出は控える。�窓や雨戸の状態を確認
する。�指定避難場所への避難経路を確
認する。

�台風が接近しているとき
�大雨が長時間続くと地盤が緩み、崖
崩れなどが発生するので注意する。�川
の近くなど危険な場所に近付かない。�
避難に備えて貴重品などの非常持ち出し

品を準備し、数日分の飲料水や食料を確

保する。

転倒予防に必要な簡単にできる体操や

トレーニングを行います。つまずきやす

く足元に不安を感じる方、足腰の筋力不

足を感じている方にもお勧めです。

８月１９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。動きやすい服

装、タオル、水分補給のための飲み物を

持参。
申 込 ８月２日、午前１０時から直接か

電話で同館（�２４６―５０５１�水曜日休館�）
へ。先着２０人。

防災コーナー防災コーナー  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。

次の検診を表の日程で行います。４０歳

以上の方が対象。

�胃がん検診（午前９時から）
費用５００円。予約制。申し込みは電話で

保健センターへ。表の日程以外にも毎月

１回北保健センターで実施しています。

�肺がん・結核検診
無料。直接会場へ。受付時間は午後１時

３０分～３時３０分（※金岡公民館、北保健

センターは、それぞれ午前９～１１時）。

�たん検査
�を受診する方で希望者のみ（条件あ

り）。費用４００円。予約制。申し込みは検

査の１０日前までに同センターへ。

なお、��は、６５歳以上の方は無料。
生活保護世帯、市民税非課税世帯などに

属する方は事前に申請すれば無料。必ず

印鑑を持参してください。
問 合 北保健センター（�２５８―６６００

�２５８―６６１４）へ。

地震や風水害などの災害に備えて、自

らの安全を守る方法や防災への取り組み

について学びます。

８月２８日（水）、午前１０時３０分～１１時３０

分、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 ８月２１日から直接か電話で同セ

ンター（北区常磐町１丁２５―１ �２５５―
６３８０ �２５２―２４３６）へ。先着５０人。

障害のある状態を疑似体験することを

とおして、障害のある方への理解を深

め、一人ひとりが尊重される社会づくり

をめざす講座を開催します。キャップハ

ンディ指導ボランティア・さかいが体験

の指導を行います。

�下肢障害体験�でこぼこ道や段差、

スロープなどでの車椅子乗車や介助 �
視覚障害体験�アイマスクを着けての歩
行ほか

９月３日（火）、午後１～３時、同コー

ナー（北区新金岡町４丁１―８ 新金岡市

民センター２階）で。無料。
申 込 ８月２日、午前１０時から直接か

電話、FAXで住所、氏名、電話番号、

年齢を書いて、同コーナー（�・�２５８―
３９１１�月曜日休館�）へ。先着２０人。

歯周病セミナー
～美しい歯ぐきと健康を保つために～

歯を失う一番の原

因は歯周病です。悪

くなる前に歯周病を

よく知ることが、予

防の第一歩。歯周病

菌と病気の関係な

ど、最新情報を交え

ながら、歯科医師がわかりやすくお話します。歯みがき実習有

り。

日 時 ８月３０日（金）、午後２～４時

場 所 北保健センター

持ち物 筆記用具、歯ブラシ
申 込 ８月２日から電話か FAXで住所、氏名、電話番号を

書いて、同センターへ。先着２０人。

クッキング入門
初めての食育体験講座

料理を通じて親子で楽

しく食育について学びま

す。飾り巻き寿司マスタ

ーインストラクター・海

苔巻すし子さんの指導

で、飾り巻き寿司を作り

ます。

４歳以上の就学前の子

どもとその保護者が対象

（３歳以下の弟妹の同伴はご遠慮ください）。７月募集の親子ク

ッキング未参加の方を優先します。無料。

日 時 ８月２３日（金）、午前１０時３０分～午後１時

場 所 北保健センター

持ち物 エプロン、三角きん、手拭きタオル、筆記用具
申 込 ８月２日から電話か FAXで住所、親子の氏名、子ど

もの年齢、電話番号を書いて、同センターへ。先着１２組。

主
な
母
子
事
業

マタニティークラス
�予約制�無料
３回１セット

８月９日 １３：００～１６：００ １回目・妊娠中の生活・お産の進み方・呼吸法・妊婦体操
８月１６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
８月２３日 １３：００～１６：００ 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

８月１日
１３：３０～１５：００

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カ月くらいの赤ちゃんと保護者が対象

８月２９日
９月５日

BCG予防接種 無料
８月１日

１３：３０～１５：００ ５カ月児に個別通知生後１歳未満の子どもが対象８月１５日
８月２９日

離乳食講習会
�予約制�無料 ８月２７日

�１０：００～ 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カ月児の保護者が対象�１１：００～

カミカミパクパク離乳食
�予約制�無料 ８月２０日 １０：３０～ ９～１１カ月児の離乳食の進め方の話と保護者の試食

赤ちゃん広場 無料
�校区別・予約不要�

対象・第１子
生後３～８カ月

８月２３日 １３：３０～１５：３０ 新金岡・新金岡東・大泉・光竜寺・百舌鳥・西百舌鳥・中百舌鳥

８月２６日 １３：３０～１５：３０ 金岡・金岡南・五箇荘・五箇荘東・東三国丘・北八下・東浅香山・新浅香山

子どもの歯相談室
�予約制�無料

８月２１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２日

主
な
成
人
事
業

成人の歯科相談
�予約制�無料

８月２０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３日

一般健康相談
（血液・尿検査） ８月１３日 ９：００～１１：００

�無料�エイズ相談、HIV 抗体・梅毒・クラミジアのセ
ット検査

�有料�血液検査など ＊診断書の発行はできません
食生活相談�予約制�無料 ８月１３日 ９：００～１１：００ 管理栄養士による栄養相談
骨粗しょう症予防検診
�予約制�有料 ９月１２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
１０歳若返る筋力アップ教室

無料 ８月８日 １０：３０～１１：３０ 理学療法士による運動指導・ストレッチなど

精神保健福祉相談
�予約制�無料 ８月１・８・２０・２７・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
ことばのつどい�登録制�
言語聴覚士による失語症リ
ハビリ教室 無料

８月２８日 １０：００～１１：３０ 失語症によりコミュニケーションがうまくとれない方や家族の方に対する支援の教室です

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る検診もあります
（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カ月児が対象）…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 ＊検便（腸内病原菌）検査…毎週月～金曜日（祝日を除く）、９：００～１２：００
＊胃がん検診、肺がん・結核検診の詳しい内容や日程などについては、保健センターまでお問い合わせください。
＊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。

実施場所

北保健センター
（新金岡東校区分）

金岡公民館

五箇荘東小学校

東浅香山小学校

新浅香山小学校

北保健センター
（大泉校区分）

五箇荘中学校

新金岡東小学校

金岡公民館※

五箇荘東小学校

新浅香山小学校

東浅香山小学校

大泉小学校

五箇荘中学校

北保健センター※
（全校区）

実施日

８月２９・３０日

９月６日

１０月１８日

１０月２２・２３日

１１月８日

１１月１４・１５日

１１月２２日

８月２３日

９月６日

１０月７日

１０月１０日

１０月１７日

１０月３１日

１１月１２日

１２月１３日

�
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キキャャッッププハハンンデディィ講講座座
北区区民活動支援コーナー

北区役所４階 �２５８―６６００ �２５８―６６１４
※駐車場が狭いため、来場には公共交通機関をご利用ください

◆

無料講習会「転倒予防教室」

胃胃ががんん検検診診 肺肺ががんん・・結結核核検検診診

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２５年（２０１３年）８月１日


