
 1254-6601　FAX251-0509

北区長曽根町1179-18問合 

催し
北老人福祉センターの

１月健康教養講座

元気ワクワク健康教室

消防車や救急車の
緊急走行にご協力を

消防車や救急車は、一刻も早く災害現

場に急行して消火活動や傷病者への応急

処置を行ったり、医療機関へ速やかに搬

送したりしなければなりません。

また、道路交通法では、消防車や救急

車は緊急自動車として、緊急時には一般

車両よりも優先して走行することが認め

られています。

緊急自動車が接近してきた場合は、進

路を譲り、一刻も早く災害現場に到着で

きるよう協力をお願いします。交差点付

近では、交差点を避け、道路の左側に寄

って一時停止してください。

消防車や救急車の円滑な緊急走行のた

め、皆さんの協力をお願いします。

�足型測定会～健康増進への第一歩
～
足の状態、重心の位置、正確な足の

サイズなどを測定します。日常生活や

運動の基本となる「歩く」「走る」の動作

をよりスムーズに行い、足への負担を

少しでも減らしましょう。

２月１７～２１日、午前９時～正午、午

後１～５時（２１日は午後３時まで）。所

要時間は一人１５分程度。参加費は、ト

レーニング講習を受講済みの方は１回

３００円、未受講の方は１回５００円。
申 込 １月２０日から直接か電話で同

館へ（当日申し込み可）。詳しくは、金

岡公園体育館にお問い合わせいただく

か、体育館ホームページ（http���sakai�e
spa.com�topics�kanaoka.htm）でご覧にな
れます。

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。

高齢期を健やかに過ごすための知識と

共に、高齢の方が自立して生活できるた

めの支援や介護に役立つ知識と技術を習

得していただくことを目的として、開催

します。無料。全６回。

２月４日～３月１８日の火曜日（２月１１

日を除く）、午後１時３０分～３時３０分（２

月４日と３月１８日は午後４時３０分ま

で）、北区役所３階３０２会議室で。北区在

住の１５歳以上の方で、初めて受講する方

が対象。
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―６８１７）へ。抽選３５人。

ピラティスを要素にしたマット運動

と、バランス感覚を養う運動で姿勢を整

えます。また、音楽に合わせた楽しい動

作も行います。

１月２４日（金）、午後２～３時、のびや

か健康館で。１６歳以上の方が対象。無

料。動きやすい服装で。タオル、水分補

給のための飲み物を持参。
申 込 １月４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２０人。

セルフマッサージとツボ刺激で体を強

く、しなやかにする体操と健康づくりの

ための講座です。動きやすい服装で参加

してください。

１月１４日（火）、午後１

時３０分～３時、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７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。

区域内の国道・府道・市道における交

通安全・維持管理などに関する要望、お

問い合わせは、土木監理課・北部地域整

備事務所にお願いします。

また、信号機・横断歩道・一方通行な

どの交通規制に関する要望、お問い合わ

せは、北堺警察署にお願いします。
問 合 土木監理課（�２２８―７４１６ �２２８

―３９６４）か北部地域整備事務所（�２５８―
６７８２ �２５８―６８４３）、北堺警察署（�２５０―
１２３４）へ。

市政情報コーナー（北区役所２階）で

は、市などが発行した刊行物やパンフレ

ット、ビデオテープなどを閲覧・視聴す

ることができます【写真】。また、一部の
刊行物の購入、資料のコピー（有料）もで

きますのでご利用ください。

開設時間 月～金曜日（祝休日を除く）、

午前９時～午後５時１５分
問 合 北区役所企画総務課（�２５８―

６７０６ �２５８―６８１７）へ。 北区健康のつどいと同日の１１月２日に

開催した、第１３回北区ウオーキング大会

は晴天に恵まれ、参加者４５９人・スタッ

フ７２人により盛大に行われました【写
真】。
北区では「集まれ 広げよう ウオー

キングの輪」を合言葉に、ウオーキング

を通した健康づくりを推進しています。

これからもウオーキングでイキイキハツ

ラツ生活を送りましょう。
問 合 北保健センター（�２５８―６６００

�２５８―６６１４）へ。

おいしい調理講習会
～血管の若さを保つ食生活～

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、みんな

で料理を楽しみ、おいしく食べなが

ら、血管の若さを保つ食生活につい

て学んでみませんか。

１月３０日（木）、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、三角きん、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、

年齢を書いて、同センターへ。先着２０人。

言語聴覚士による失語症リハビリ教室
ことばの集い

北保健センターでは、失語症

などの方同士の交流をとおし

て、社会参加と自立のきっかけ

をつくることを目的に、言語機

能の回復と維持を図るための教

室「ことばの集い」を毎月１回開

催しています。

北区在住の方で、意思疎通が

困難になった方や病院での言語

訓練を終了された方とその家族が対象。

また保健センターでは、脳卒中や事故などの既往がある方

で、意思疎通が困難になった方の相談に応じています。その

他、失語症を持った方の理解者として、教室運営を手伝ってく

ださるボテンティアも募集しています。
問 合 同センターへ。
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マタニティークラス
�予約制�無料
３回１セット

１月１０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

１月１７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

１月２４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

１月９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１月２３日

BCG予防接種 無料
１月９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１月２３日

離乳食講習会
�予約制�無料 １月２８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～

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

１月２４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

１月２７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

１月１５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２月３日

主
な
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成人の歯科相談
�予約制�無料

１月２１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２月４日

一般健康相談
（血液・尿検査） １月１４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 １月１４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 ２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

１０歳若返る筋力アップ教室
無料 １月９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 １月９・２１・２２・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

１月２２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。

第１３回北区ウオーキング大会

道道路路にに関関すするる
おお問問いい合合わわせせ

締締めめ切切りりはは１１月月１１５５日日（（水水））

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

フィールバランス～美LINE～

市政情報コーナーをご利用ください

北保健センター

のびやか健康館 支支援援講講習習会会
赤赤十十字字健健康康生生活活

３次のページから広報さかいです平成２６年（２０１４年）１月１日


