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北区長曽根町1179-18問合 

車上ねらいに注意

大阪では、駐車中の車の窓ガラスを割

って車内のバッグや衣服などを盗んだ

り、取り付けてあるカーナビを盗んだり

する犯罪が多発しています。ドアをロッ

クしていても安心できません。車内に物

が置いてあれば狙われます。

被害防止の最大のポイントは、車の中

にバッグなど物を置かないことです。た

とえ車の中に置いたバッグに大切な物が

入っていなくても、犯人は金目のものが

入っていると考え、犯行におよびます。

車内になにもない状態、「車内をから

っぽ」にしましょう。

�定期スポーツ教室
表のとおり第３期の定期スポーツ教

室を開催します。

詳しくは、直接体育館にお問い合わ

せいただくか、体育館ホームページ

（ホーム
ページhttp://sakai―espa.com/topics/kanaoka.h

tm）でご覧になれます。
申 込１２月７日、午前９時から直接

同館へ。

暖房器具の安全な取り扱い

寒い時期を迎え、ストーブなどの暖房

器具を使用する機会が多くなります。

ストーブによる火災の原因は、可燃物

の接触、落下、引火、ふく射、使用方法

の誤り、消し忘れ、過熱、使用中の給油

などです。

火災を発生させないよう、次の点に注

意しましょう。

�ストーブの近くに燃えやすい物を置
かない。�ストーブの近くで引火性の物
を使用しない。�ストーブで洗濯物を乾
かさない。�石油ストーブへの給油は、
火を消してから行う。�地震により自動
的に消火する装置か自動的に燃料の供給

を停止する装置付きのものを使用する。

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。

マットやポールを使った家でもできる

簡単な運動で、日常生活に必要な筋肉を

養い、美しい姿勢をめざします。

１２月１３日（金）、午後２～３時、同館

で。１６歳以上の方が対象。無料。動きや

すい服装で、タオル、飲み物持参。
申 込１２月２日、午前１０時から直接か

電話で同館（北区金岡町２７６０―１ �２４６―
５０５１〈水曜日休館〉）へ。先着３０人。

１１月２日、北区域交流まつり２０１３を金

岡公園野球場で開催しました。当日は天

候に恵まれ、たくさんの方に来場いただ

きました。

ステージではさまざまな演目が発表さ

れ、校区の模擬店や各出展団体のブース

も大いににぎわいました。
問 合 北区域交流まつり実行委員会事

務局（北区役所自治推進課内 �２５８―
６７７９ �２５８―６８１７）へ。

２月１４日～３月２日に北区役所で開催

する写真展の作品を募集します。

テーマは、「あなたが自慢したい北

区」。北区の魅力を感じられる風景や、

ほのぼのとしたスナップ写真などをお寄

せください。詳しくは北区役所市政情報

コーナーにある募集案内か北区ホームペ

ージ（アドレスは１ページ参照）でご覧に

なれます。

応募資格は、北区に在住・在勤・在学

の方。作品規定は、２Ｌサイズ（１２７�×
１７８�）、四切（２５４�×３０５�）、四切ワイ

ド（２５４�×３６５�）、Ａ４（２９７�×２１０�）
サイズ。カラー、モノクロ可。台紙、額

装、組写真、パネル張りされたものは不

可。１人２点まで。未発表の写真。
申 込 直接か郵送で住所、氏名（ふり

がな）、電話番号、題名、撮影場所、作

品のコメントを書いたもの（募集案内に

ある出展票をご利用ください）を添付

し、１月２０日（消印有効）までに北区役所

自治推進課（〒５９１―８０２１ 北区新金岡町

５丁１―４ �２５８―６７７９ �２５８―６８１７）
へ。

自転車利用者による交通違反やマナー

の悪さ、放置自転車が社会問題となって

います。

１１月１６日、

自転車利用の

マナーアップ

を呼び掛け、

自転車の安全

な利用を促進

するため、地元自治会などと連携して中

百舌鳥駅前で自転車マナーアップキャン

ペーンを実施し、啓発チラシなどの配布

【写真】や、放置自転車などの一斉撤去
（自転車５５台、原付１台）を行いました。

放置自転車のないまちの実現に向けて

協力をお願いします。
問 合 自転車対策事務所（�２５２―０５２５
�２５０―２５７０）へ。

体力チェック講座
今がチャンス�あなたの運動するきっかけに

普段運動していない方、運動したいけれどなかなか運動する

機会がない方、この機会に自分の体を見直してみませんか。簡

単な測定であなたの体力が分かります。ぜひご参加ください。

１月１６日（木）、午前１０～１１時３０分、北保健センターで。５０～
６９歳で運動する機会のない方が対象。水分補給のための飲み

物、動きやすい靴、服装を持参。
申 込１２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。先着３０人。

エンジェル交流広場

赤ちゃんとその保護者が、ふれあい遊びをしながら、楽しく

自由に子育てなどの情報交換ができる場です。一緒に産後トー

クをしませんか。

北区在住の１～３カ月くらいの赤ちゃんとその保護者が対

象。兄姉の参加はご遠慮ください。毎月、北保健センターで開

催しています。１回のみの参加も可。今月は５・１９日、午後１

時３０分～３時。無料。
申 込１２月２日から電話か FAXで住所、氏名、電話番号、

子どもの生年月日を書いて、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。今回の検診が今年度、北区内で実施される最

終の肺がん・結核検診となります。

１２月１３日（金）、午前９～１１時、直接会場（北区役所１階大会

議室）へ。無料。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
事
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マタニティークラス
�予約制�無料
３回１セット

１２月６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

１２月１３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

１２月２０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

１２月５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１２月１９日

BCG予防接種 無料
１２月５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１２月１９日

離乳食講習会
�予約制�無料 １２月２０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 １２月１９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

１２月１６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

１２月２０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

１２月１８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１月６日

主
な
成
人
事
業

成人の歯科相談
�予約制�無料

１２月１７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１月７日

一般健康相談
（血液・尿検査） １２月１０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 １２月１０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 １月９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 １２月１２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 １２月５・９・１２・１７・２４・２５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

１２月２５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。

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（高校生に
相当する年齢の方
を含む）３，０００円

対象
平成２１年４月２日～
２３年４月１日生まれの
子どもとその保護者

小学１～３年生

平成１９年４月２日～
２１年４月１日生まれの
子ども

高校生以上

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

中中百百舌舌鳥鳥駅駅前前でで
自自転転車車ママナナーーアアッッププキキャャンンペペーーンンをを実実施施ししままししたた

北北区区域域交交流流ままつつりり２２００１１３３
盛盛況況にに開開催催

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

無料教室 お腹すっきり�姿勢改善体操

作品テーマは「あなたが自慢したい北区」

北北区区域域写写真真展展のの作作品品をを募募集集

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）１２月１日


