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 1254-6601　FAX251-0509

北区長曽根町1179-18問 合 

×

危険物災害をなくそう

�������������

おお口口のの渇渇きき・・むむせせ予予防防教教室室

「車内からっぽ宣言」運動推進中

幹線道路付近の飲食店駐車場に車を停

めている間に窓ガラスを割られ、車内か

らかばんや財布などが盗まれる被害が多

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

にかばんなど物を置かないことです。た

とえ車の中に置いたかばんに大切な物が

入っていなくても、犯人は金目の物が入

っていると考え、犯行に及びます。

被害に遭わないため、車内に何もない

状態、「車内をからっぽ」にしましょう。

�金岡公園テニススクール
初心者から上級者までレベルに合わ

せたテニススクールを表のとおり実施

しています。

初心者歓迎、基礎から指導します。

中学生以上が対象。

申し込み方法など詳しくは直接同館

にお問い合わせいただくか、同館ホー

ムページ（http���sakai�espa.com�topics�ka
naoka.htm）でご覧になれます。

６月は危険物安全月間です。私たちの

身の回りには、危険物といわれるものが

あります。一般的には、火が付きやすか

ったり、爆発したりするなどの特徴があ

ります。具体的には、ガソリンや灯油は

もちろんのこと、油性塗料や殺虫剤、ヘ

アスプレーなどにも使用されています。

危険物の取り扱いにはくれぐれも気を付

けましょう。

�家庭でのポイント
�小さな子どもの手の届く所に置かな
い。�火の気のある場所では取り扱わな
い。�使用時は換気を十分に行う。�記
載されている正しい保管場所と取り扱い

を守る。

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。

平成２５年度に北区で区民まちづくり基金を活用して表の事業を実施しました。
問 合 �～�は北区役所自治推進課（�２５８―６７７９ �２５８―６８１７）、�～�は北区

役所企画総務課（�２５８―６７０６ �２５８―６８１７）へ。

北区区民活動支援コーナー（北区新金

岡町４丁１―８ 新金岡市民センター２

階）では次の催しを行います。いずれも

無料。

ふふれれああいい広広場場
子どもから大人まで、世代を超えてふ

れあうコミュニケーションの場として、

月１回同コーナーを自由に開放します。

６月２５日（水）、午後１～４時。就学前

の子どもは保護者同伴で。午後２時３０分

～３時３０分は、クラナニ・ウクレレクラ

ブの演奏を聴き、小学３年生以上はウク

レレ体験ができます（要予約）。気軽にご

利用ください。

キキャャッッププハハンンデディィ講講座座
障害のある状態の疑似体験をとおし

て、障害のある方への理解を深め、一人

ひとりが尊重される社会づくりをめざす

講座を開催します。キャップハンディ指

導ボランティア・さかいが体験の指導を

行います。

７月２４日（木）、午後１～３時、同コー

ナーで。主な内容は次のとおり。

�下肢障害体験�でこぼこ道や段差、
スロープなどでの車椅子乗車や介助

�視覚障害体験�アイマスクを着けて
の歩行ほか

申 込 ６月５日、午前１０時から直接か

電話、FAX で、氏名、電話番号、年齢、

催しの名称を書いて、同コーナー（�・�
２５８―３９１１�月曜日休館�）へ。先着各２０人。

お茶を飲んでむせることはありません

か。年齢とともに唾液の量が減ったり、

かむ力・飲み込む力が衰

え、肺炎などの病気にも

かかりやすくなったりし

ます。いつまでもおいし

く食べて、楽しくおしゃ

べりし、いきいき過ごすための講座で

す。言語聴覚士による講義と、家ででき

るお口の体操の実習などを行います。

６月２３日（月）、午後２～３時３０分、北

保健センターで。おおむね６５歳以上の方

が対象。無料。筆記用具を持参。
申 込 ６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。

健康づくり教室

食を中心に健康づくりを楽しく実践的に学ぶ教室です。全７

回。修了者は堺市健康づくり食生活改善推進協議会の会員とし

て、地域の食育活動（ボランティア）に参加できます。

日程や内容は表のとおり。いずれも午前９時３０分～正午（７

月３日、１０月２３日は午

後２時まで）、北保健

センターで。無料。
申 込 ６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。

クラス（定員）
中級 （２４人）

初級 （２４人）

初級 （１２人）
マッチ （２４人）
（試合形式中心）
初心初級（１２人）
初中級 （１２人）
初心初級（１０人）
上級 （１２人）
初中級 （１２人）

時間帯
１０：００～１２：００

１０：００～１２：００

１０：００～１２：００

１０：００～１２：００

１９：００～２０：４５
（ナイター）
９：００～１０：００
９：３０～１１：３０
１０：００～１２：００

曜日
火曜

水曜

木曜

金曜

土曜

内 容

開講式、講演「自分みがきの健康づく
り」、栄養セミナー「食生活をチェック
しましょう」

講演「食中毒予防について」
調理実習「ヘルシーメニュー」

講話・実習「歯とお口の健康づくり」
栄養セミナー「生活習慣病予防と食生
活」

体組成測定・血液検査、栄養セミナー
「食事バランスガイドの活用」

講演「自分の検査結果を見てみよう」
講演「なぜ今、食育なのか」

講話・実技「ウォーキングと腰痛・膝
痛を防ぐ体操でロコモ予防」

閉講式、「ヘルスメイトの活動体験発
表」、調理実習「ヘルスメイトと一緒に
つくろう」

日 程

６月２６日（木）

７月３日（木）

７月１７日（木）

８月２１日（木）

９月４日（木）

９月２５日（木）

１０月２３日（木）

回

１

２

３

４

５

６

７

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

６月１３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

６月２０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

６月２７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

６月２７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７月３日

BCG予防接種 無料
６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６月１９日

離乳食講習会
�予約制�無料 ６月２４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

カミカミパクパク離乳食
�予約制�無料 ６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
�予約不要�無料
対象・第１子

（生後３～６カ月）

６月２６日 １３：３０～１５：３０

生後３カ月頃～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

６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磨き指導
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７月７日

主
な
成
人
事
業

成人の歯相談室
�予約制�無料

６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７月１日

一般健康相談
（血液・尿検査） ６月１０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・風しん抗体検査 ※条件あり

�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 ６月１０日 ９：１５～１１：００ 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 ７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

ロコモ撃退筋力アップ教室
無料 ６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 ６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

６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 ＊調理従事者などの検便（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。

調
理
実
習

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北保健センター

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

北区区民活動支援コーナー

区区民民ままちちづづくくりり基基金金事事業業実実施施報報告告平平成成２２５５年年度度

北区域交流まつり２０１３

北区一斉クリーン作戦及び不法投棄防止
啓発事業

子どもの安全対策啓発ポスター掲示事業

「安全安心のまちづくり」のための災害時
初動支援事業

北区域スポーツ振興事業「グラウンド・
ゴルフ大会」

北区域夏のつどい２０１３

歴史探索事業「三街道（竹内・長尾・西高
野）の今昔比較写真展」

�

�

�

�

�

�

	

北区域写真展

北区子育てフェスタ２０１３

ブックスタート事業「はじめての絵本」

区民活動支援コーナー事業

北区子どものまちづくり事業

堺まつり「市民交流ゾーン」

ガイドマップ作成事業

ママポケットキャラバン事業

北区タウンフラワー普及事業

北区防災パートナー会議事業
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�

�
�
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�

事 業 名

３次のページから広報さかいです平成２６年（２０１４年）６月１日


