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北区長曽根町1179-18問 合 

催し
北老人福祉センターの

３月健康教養講座

ながら体操

消火栓や防火水槽の
周辺は駐車禁止

皆さんは、火災現場で消防隊員が放水

している姿をご覧になったことがありま

すか。

消火に使用する水は、多くの場合、道

路上や歩道脇に設けられた消火栓や防火

水槽を利用しています。しかし、道路上

に違法に駐車された車両によって消火栓

や防火水槽が使えなくなるといった事態

が発生し、消火活動に支障をきたすこと

があります。

消火栓や防火水槽の吸水口、吸管投入

口から５ｍ以内の部分など消防水利の周

辺に駐車することは、法律で禁止されて

います。違法駐車は一刻を争う消防活動

の障害になります。違法駐車はやめまし

ょう。

�健康アップ教室
健康づくりや運動習慣づくりを目的

に、自らの体力に応じて、エンジョイ

軽スポーツ・さわやか健康体操・マシ

ントレーニング・エアロ・ヨガ・ベー

シックフィットネスの各教室に参加し

ていただけます。２０歳

以上の方が対象。参加

費各５００円。事前に登録

が必要（無料）。

申込方法など詳しく

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htt

p���sakai�espa.com�topics�k
anaoka.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。

植物を育てることで心や体を健やかに

し、園芸作業を通じて誰もが社会参加で

きる福祉的園芸（癒しの園芸）が各方面か

ら関心を集めています。

この講座では、緑に包まれた大泉緑地

の中で、園芸を幅広い分野から学び、種

まきから育苗、植え付けまでの基本的な

園芸作業や、自分たちで育てた植物を使

ったクラフト作品づくりなどの実習を行

います。これらを通じて、植物という生

命との関わり方や植物の持つ癒し効果、

さまざまな障害のある方や高齢の方など

への理解と園芸の効果、対人援助やグル

ープ活動のノウハウなど、楽しみながら

学びます。

園芸と福祉をつなぐリーダーやボラン

ティアをめざしている方、植物の癒し効

果を学びたい方、地域社会との関わり方

を模索している方などが対象。高齢の方

や障害のある方の受講も歓迎します。

全１２回のうち８回以上の出席で修了と

し、修了証書を発行します。

日 時 毎月１回、第３土曜日、午前１０

時～午後３時３０分

場 所 大泉緑地 講習会室と緑地内

費 用 １７，０００円（１年分、実習材料費

を含む）※半年間のみの受講も

可。

講座内容など詳しくは、癒しの園芸の

会事務局（進藤 �０９０―７３６２―４３６４ �０６
―６９２４―０８９６）へ。
申 込 はがきか FAX で、住所、氏名

（ふりがな）、電話番号、年齢、職業、受

講理由を書いて、３月２０日（必着）までに

大泉緑地・花と緑の相談所（〒５９１―８０２２

北区金岡町１２８ �２５１―８７８９）へ。抽選
３５人。

初心者にやさしいテ

ニスレッスンです。無

料。動きやすい服装

で、テニスシューズ

（運動靴可）、タオル、

飲み物を持参。ラケッ

トとボールは無料で貸

し出します。

�３月２４日（月）、午後０時１５分～１時
１５分。１６歳以上の方が対象。

�３月２４日（月）、午後３時３０分～４時

１５分。新年中児から小学新１年生の方が

対象。

�３月２５日（火）、午前１０時４５分～１１時
４５分。１６歳以上の方が対象。

�３月２５日（火）、午後３時３０分～４時
１５分。新年中児から小学新１年生の方が

対象。
申 込 ３月２日、午前１０時３０分から直

接か電話で同館（北区金岡町２７６０―１ �
２４６―５０５１�水曜日休館�）へ。先着��各
８人、��各６人。

運動の時間がなかなか取れない方で

も、気軽に自宅でできる体操を紹介しま

す。動きやすい服装で参加してくださ

い。

３月１１日（火）、午後１時３０分～２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 ３月４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４０人。

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。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。

平成２６年度の市・府民税の申告を、３

月１７日（土・日曜日を除く）まで、午前９

時～午後５時１５分、北区役所１階大会議

室で受け付けています。

毎年、申告期間終了間際は大変混雑

し、長時間お待たせすることがありま

す。時間に余裕を持ってお越しくださ

い。また、期間中は駐車場が混雑します

ので、公共交通機関をご利用ください。

なお、所得税の確定申告を済ませた方

は、市・府民税の申告の必要はありませ

ん。
問 合 北市税事務所（�２５８―６７１４ �

２５８―６８２２）へ。

くらしの健康講座
消化器系のがんについて

～がん検診の大切さを知りましょう～

内臓消化器系がんをテーマに医師による講演会を開催しま

す。検診の重要性やがん治療、日常生活の注意点などについて

お話します。

３月１０日（月）、午後２～３時、北保健センターで。無料。
申 込 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５０人。

胃がん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、胃がん検診を実施し

ています。

４月２日（水）、午前９時～正午、北保健センターで。予約

制。費用５００円（ただし、満６５歳以上の方は無料。また、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）。
申 込 電話か FAXで住所、氏名、生年月日、電話番号を書

いて、同センターへ。

子宮頸がん・乳がん・大腸がん検診
無料クーポン券をお持ちの方へ

次の対象の方に「がん検診無料クーポン券」を昨年６月に送付

しています。まだ受診していない方は有効期限の３月３１日まで

に受診しましょう。

平成２４年４月２日～２５年４月１日の間に、２０・２５・３０・３５・

４０歳になった女性の方に「子宮頸がん検診」。４０・４５・５０・５５・

６０歳になった女性の方に「乳がん、大腸がん検診」。４０・４５・５０

・５５・６０歳になった男性の方に「大腸がん検診」。

また、平成２５年４月１日以降に無料クーポン券を使わずに、

市が実施しているがん検診を受診された方への自己負担金の還

付請求についても３月３１日までとなっています。
問 合 同センターへ。

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

３月７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

３月１４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

３月２８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

３月６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３月２０日

BCG予防接種 無料
３月６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３月２０日

離乳食講習会
�予約制�無料 ３月２５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

３月２８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

３月２４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

３月１９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４月７日

主
な
成
人
事
業

成人の歯科相談
�予約制�無料

３月１８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４月１日

一般健康相談
（血液・尿検査） ３月１１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 ３月１１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 ４月１０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 ３月１３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 ３月６・１０・１３・１８・２５・２６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

３月２６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。

癒しの園芸講座 受講生募集

市市政政情情報報ココーーナナーーをを
ごご利利用用くくだだささいい

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

テニス初心者無料体験レッスン

北保健センター

市・府民税の申告は
３月１７日まで

のびやか健康館

３次のページから広報さかいです平成２６年（２０１４年）３月１日


