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北区長曽根町1179-18問 合 

自転車の盗難被害防止
～油断せず「しっかり

鍵かけ・ツーロック」
あなたの愛車を守りましょう～

催し
北老人福祉センターの

５月健康教養講座

演歌ビクス体操

自転車の盗難が増加しています。

�被害に遭わないためには
�コンビニなどで買い物をするわずか
な時間の駐輪や、自宅・学校などでの駐

輪でも、しっかり鍵を掛けましょう。ま

た、ワイヤー錠などでツーロック（二重）

にするのも効果的で

す。

�被害に遭いにく
い、丈夫なシリンダ

ーキーなどを取り付

けましょう。

�ランニング教室
毎回テーマに沿って金岡公園内で９

�程度のランニングを行います。参加
者の走力に合わせて周回の途中でも休

憩をとれる方式です。

教室を通じてランニングのレベルア

ップをめざしましょう。

なお、教室に参加した方は次回実施

分を優先で申し込めます。

時 間 午前９～１１時

対 象 １５歳以上（中学生不可）で、１５

分以上走れる方

費 用 １回７００円

定 員 先着各２５人
申 込 直接か電話で同館へ。

住宅用火災警報器を
設置しましょう

近年、住宅火災による死者は、建物火

災による死者の約９割を占めています。

また、住宅火災による死者の過半数は

「逃げ遅れ」によるもので、就寝時間帯に

多発しています。

住宅火災による死者を低減させるた

め、平成１６年に消防法が改正され、平成

１８年６月１日から全ての住宅に、火災の

早期発見に効果のある住宅用火災警報器

の設置が義務付けられました。

既存住宅については、堺市火災予防条

例で猶予期間（平成２３年５月３１日まで）が

定められていましたが、その期限も過ぎ

ました。未設置のご家庭は、大切な命を

守るため、一日も早い設置をお願いしま

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。
体のバランスや柔軟性をチェックし、

姿勢改善と関節の機能改善に効果の期待

できる運動を行います。

５月１２・１５・１９・２２日、午後２～３時

（いずれか１日のみ）。３０歳以上の方が対

象。無料。動きやすい服装で、タオル、

飲み物、メモを取りたい方は筆記用具を

持参。
申 込 ５月３日、午前１１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。先着各５人。

おなじみの演歌に合わせて行う、体に

無理のない簡単にできる体操です。動き

やすい服装で参加してください。

５月１３日（火）、午後１時３０分～３時、

北老人福祉センター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 ５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。

行行政政書書士士にによよるる無無料料相相談談会会
遺言、相続、内容証明や各種契約書の

作成、帰化申請、建設・産廃業や宅建業

などの営業許可申請、会社設立などにつ

いてご相談ください。電話相談はできま

せん。５月１７日（土）、午後１時３０分～４

時（受け付けは３時３０分まで）、堺市産業

振興センター（中百舌鳥駅前）セミナー室

３で。予約可（予約は、大阪府行政書士

会堺支部へ）。
問 合 同支部（�２３４―３９９９ �２６２―

８５２３）か市民人権総務課（�２２８―７５７９ �
２２８―０３７１）へ。

パパソソココンン講講座座
受講生募集

社会福祉協議会北区事務所では、金岡

IT クラブとの共催で、初級・中級者向

けのパソコン講座を開催します。ボラン

ティアの指導者が個別で文書作成やイン

ターネットの使い方などを教えます。

６月７・２１日のいずれか１日、午後１

時３０分～３時３０分、新金岡公民館（北区

新金岡町４丁１―８ 新金岡市民センタ

ー３階）で。受講料５００円（別途、教材費、

インターネット接続料、パソコンレンタ

ル料が必要）。
申 込 ５月２日、午前９時から電話で

同事務所（�２５８―４７００）へ。先着各１０人。

下下水水道道整整備備にに負負担担金金
公共下水道が整備された区域内の土地

所有者か権利者に、下水道整備費用の一

部を負担いただく「下水道事業受益者負

担金制度」を設けています。この受益者

負担金は土地に対して一度限り賦課され

るもので、同じ土地に重ねて賦課される

ことはありません。

平成２６年度、新たに受益者負担金が賦

課される土地所有者を対象に、５月中旬

に受益者申告書、パンフレットなどを送

付します。

受益者申告書が届きましたら、内容を

確認のうえ必要事項を書いて、下水道管

理課へ返送してください。

�賦課対象地域（町名）
中村町の一部
問 合 下水道管理課（�２５０―９１４９ �

２５０―５９７７）へ。

美ウォーク講座
～正しい姿勢で歩きませんか

プラス 健康づくりのポイントの話～

正しい姿勢をとることは、美しく見えるだけではなく、筋肉

に適当な刺激と負荷を与え、体に良い影響をもたらします。姿

勢の悪いまま過ごしていると腰痛や肩こり、肥満につながりま

す。

ぜひ、健康づくりのポイントの

話と併せて、正しい姿勢での美し

い歩き方を覚え、自身の生活に役

立ててください。

運動しやすい服装でお越しくだ

さい。子どもの同伴不可。無料。

日 時 ５月３０日（金）、午前９時

４５分～１１時３０分

場 所 北保健センター

対 象 ６５歳以下で初めて参加する方

内 容 保健師による健康づくりのポイントの話と運動指導士

による「美ウォーク」の実践
申 込 ５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（�２５８―６６００ �２５８―６６１４）へ。先着
３０人。

～おいしく減塩�～
ヘルシークッキング講座

おいしい減塩のコツを、クッキングをとおして学んでみませ

んか。料理が苦手、小食の方などもぜひご参加ください。おお

むね４０歳以上の方が対象。無料。

塩分測定を希望される方は、みそ汁をご持参ください。

日 時 ５月２９日（木）、午前１０時～午後１時

内 容 講話、調理実習、試食

場 所 北保健センター

持ち物 エプロン、三角きん、筆記用具
申 込 ５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２０人。

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

５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

５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

５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

５月２３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その保護者が対象６月５日

BCG予防接種 無料

５月１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５月１５日

５月２９日

離乳食講習会
�予約制�無料 ５月３０日 �１０：００～

�１１：００～
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

赤ちゃん広場
�予約不要�無料
対象・第１子

（生後３～６カ月）

５月２２日 １３：３０～１５：３０

生後３カ月ごろ～６カ月の赤ちゃんとその保護者（初めて
の子育て中の方）が対象
親子ふれあい遊び、おしゃべり交流、保健師などによる育
児相談

子どもの歯相談室
�予約制�無料

５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６月２日

主
な
成
人
事
業

成人の歯相談室
�予約制�無料

５月２７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６月３日

一般健康相談
（血液・尿検査） ５月１３日 ９：００～１１：００

�無料�エイズ相談、HIV 抗体・梅毒（血液検査）・クラミ
ジア（尿検査）のセット検査。肝炎ウイルス検査

�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 ５月１３日 ９：１５～１１：１５ 管理栄養士による生活習慣病予防などの相談

骨粗しょう症予防検診
�予約制�有料 ６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

ロコモ撃退筋力アップ教室
無料 ５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 ５月１・８・１２・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

５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。

受け付け開始日

受け付け中

５月２４日（土）

教室実施日

５月２４日（土）

６月２１日（土）

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「バランストレーニング」

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２６年（２０１４年）５月１日


