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結核の早期発見と予防

検診会場

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

検診会場へのお問い合わせはご
遠慮ください。

実施日

１０月７日（月）

１０日（木）

１７日（木）

３１日（木）

秋の全国地域安全運動
みんなで力をあわせて安全・安心まちづくり

１０月１１～２０日、「秋の全国地域安全運

動」を行います。犯罪被害防止に集中し

て取り組む期間です。

重点項目は次のとおり。

�ひったくりなど街頭犯罪の被害防
止。�子どもと女性を対象とする犯罪の
被害の防止。�空き巣など住宅を対象と
する侵入窃盗の被害の防止。�振り込め
詐欺をはじめとする特殊詐欺の被害の防

止。

みんなで力を合わせ、安全で安心なま

ち北区を実現しましょう。

シェイプアップ効果が期待できる簡単

な筋力トレーニングと、疲労回復効果が

期待できるストレッチで、体をほぐして

リラックスできます。動きやすい服装で

お越しください。

１０月１９日（土）、午後２～３時、同館

で。１６歳以上の方が対象。無料。タオ

ル、飲み物持参。必要な方は着替えをお

持ちください。
申 込１０月３日、午前１０時から直接か

電話で同館（北区金岡町２７６０―１ �２４６―
５０５１）へ。先着２０人。

保健師を講師に迎えて、高齢の方に多

い結核の正しい知識と早期発見方法な

ど、「五つの心得」について学びます。

１０月１６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１０月２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。

放火を防ごう

放火は、昭和５７年から３０年連続して火

災原因のワースト１になっています。市

消防局管内でも前年より１６件増加してお

り、平成２４年中に１０５件の放火（疑いを含

む）が発生しました。平成２４年中をみる

と秋から冬にかけて増加し、時間帯では

夕方から明け方にかけて多く発生してい

ます。出火箇所はさまざまですが、住宅

などの敷地内でごみ類や洗濯物などが燃

やされるといった事案や、車やバイクな

どのカバーに火をつけられるといった事

案も多くなっています。

次の点に注意しましょう。

�家の周りには、燃えやすいものを置
かないようにしましょう。

�夜間、建物の周囲や駐車場は、明る
くしましょう。

�空き家、物置にはカギをかけましょ
う。

�地域ぐるみで放火防止に取り組みま
しょう。

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。

１０月１５日（火）、同事務所土地係・家屋係

が固定資産税事務所（北区新金岡町４丁

１―５北部地域整備事務所２階）に移転し

ます（広報さかい８ページに関連記事あり）。
問 合 北市税事務所（�２５８―６７１４ �

２５８―６８２２）へ。

ディスコンとは、子どもから大人ま

で、また障害のある方や高齢の方など誰

にでも簡単にできるニュースポーツで

す。円盤を投げ、どちらのチームがポイ

ントに近づいているかを競います。北区

区民活動支援コーナー（新金岡４丁１―８

新金岡市民センター２階）では、北区で

初のディスコン親睦大会を開催します。

また当日は、ディスコン体験コーナー

もあります。いずれも無料。

日 時 １１月９日（土）、午後１～４時

（受け付けは午後０時３０分から）

競技方法 １８チーム（１チーム６人制）が

３コートに分かれてのトーナ

メント方式
申 込 申し込み方法など詳しくは、同

コーナー（�・�２５８―３９１１�月曜日休館�）
へ。

１０月９～１２日、市内の商店街１３会場でものまね芸人・マ

ーガレットきよしや大道芸人・揚野バンリ、ちんどん屋が

登場する「さかい商店街まつり」を開催します。区内の会場

と商店街独自の催しは次のとおり。

�９日（水）�午前１０時３０分から、しらさぎ３１０商友会（白
鷺駅前）で、商友会とくとく祭。午後１時３０分から、中百

舌鳥駅前通商店街（中百舌鳥町自治公民館）で、中百舌鳥フ

ェスティバル。午後３時３０分から、堺市駅東商店街（商店

街内特設ステージ〈堺金岡幼稚園横〉）で、秋の大抽選会。

�１２日（土）�午後１時３０分から、エイワ商店街（商店街
中庭広場）で、秋のエイワ商店街まつり。午後３時３０分か

ら、エブリー専門店街（特設会場）で、レシートセール。
問 合 商業流通課（�２２８―８８１４ �２２８―８８１６）へ。

公公的的機機関関をを装装っったた
還還付付金金詐詐欺欺ににごご注注意意くくだだささいい
市内において、市役所などの職員を名

乗り高齢の方を対象に「過去５年分の払

い過ぎた医療費を還付するので、口座番

号と住所などを教えてください」といっ

た内容の不審電話があったとの問い合わ

せが多数寄せられています。区役所から

電話による還付金の案内は、一切してい

ません。国民健康保険、後期高齢者医療

制度の医療費などの払い戻しや保険料の

徴収と偽って金銭をだまし取る詐欺行為

の可能性がありますので、その場の指示

には従わず、区役所保険年金課や最寄り

の警察などにご確認ください。
問 合 北区役所保険年金課（�２５８―

６７４３ �２５８―６８９４）へ。

おいしい調理講習会
冬の健康を守る

寒い季節を迎える前に、免疫力

を高め、風邪を予防する食生活の

コツを調理をとおして学んでみま

せんか。

料理が苦手、食欲がないと感じ

ている方もみんなで料理を楽しみ

ましょう。おおむね６５歳以上の方

が対象。

１０月２９日（火）、午前１０時～午後

１時、北保健センターで。無料。エプロン、三角きん、筆記具

を持参。
申 込１０月２日から電話か FAXで住所、氏名、電話番号、

年齢を書いて、同センターへ。

肺がん・結核検診を受けましょう

市では満４０歳以上の市民

の方を対象に、肺がん・結

核検診を実施しています。

北区内での今月の実施予

定は表のとおりです。

無料。直接会場へ。受付

時間は午後１時３０分～３時

３０分。

また、希望者（条件あり）

はたん検査も受診できま

す。予約制（検査には３日間のたんが必要です。容器の郵送を

希望される方は１０日前までに保健センターへお申し込みくださ

い）。費用４００円（ただし、満６５歳以上の方は無料。６５歳未満の

方で生活保護世帯、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 同センターへ。

主
な
母
子
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マタニティークラス
�予約制�無料
３回１セット

１０月１１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

１０月１８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

１０月２５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

１０月１７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１０月３１日

BCG予防接種 無料

１０月３日

１３：１０～１４：２０ ５カ月児に個別通知生後１歳に至るまでの子どもが対象１０月１７日

１０月３１日

離乳食講習会
�予約制�無料 １０月２２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 １０月１７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

１０月２５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

１０月２８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

１０月７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１０月１６日

主
な
成
人
事
業

成人の歯科相談
�予約制�無料

１０月１５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１１月５日

一般健康相談
（血液・尿検査） １０月８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 １０月８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 １１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
１０歳若返る筋力アップ教室

無料 １０月１０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 １０月３・１０・１５・２１・２２・３０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

１０月３０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。
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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

簡単トレーニング＆ストレッチ

北保健センター

北区ディスコン親睦大会
参加団体募集

北北市市税税事事務務所所かかららののおお知知ららせせ

北区区民活動支援コーナー

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）１０月１日


