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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

７月健康教養講座

食の話と体操

大雨に備えて

最近は、梅雨の時期だけでなく大雨に

よる災害が頻繁に発生します。急速に発

達した積乱雲（雷雲）によって短時間に非

常に激しい雨が局地的に降り、予測が難

しいことから各地で多くの被害が出てい

ます。日ごろの心構えが大切です。

�こんなときに注意
�急に真っ黒な雲が近付いてきた
�雷鳴が聞こえたり、稲光が見えたり
する

�川の水かさが増えたり、水が濁った
りしてきた

�こんな場所では注意
�川などでの釣りや水遊び
�河原でのキャンプやバーベキュー
�高架下を交差してくぐる半地下道路

�夏期教室
表のとおり行います。詳しくは同館

へ。
申 込 ７月５日、午前９時から直接

同館へ。

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。

北消防署では、このほど管内の消防協

力事業所を対象に研修会を実施しまし

た。消防職員が、スライドで事業所の防

災協力の重要性と倒壊家屋からの救助法

を説明。続いて応急担架作成、心肺蘇生

法及びAED（自動体外式除細動器）など

の実技を行いました【写真】。
当日は３７事業所５５人が参加、熱心に受

講されました。参加者からは「勉強にな

った」「体験できてよかった」などの声が

聞かれました。

問 合 北消防署（�２５０―０１１９ �２５３―
２０１６）へ。

７月１日を調査期日として、経済セン

サス―基礎調査、商業統計調査を同時実

施します。

この調査は、業種を問わず市内で活動

している全ての事業所と企業を対象とし

て、従業者規模などの基本的構造を全国

・地域別に明らかにするとともに、卸売

業・小売業の実態を把握するために実施

するものです。

紙の調査票かインタ

ーネットによる回答が

可能です。

府知事が発行する調査員証を携帯した

調査員が伺いますので、協力をお願いし

ます。なお、調査票は統計の目的以外に

利用することはありません。
問 合 企画部調査統計担当（�２２８―

７４５０ �２２２―９６９４）へ。

突然の病気やけがに対して、救急車が

到着するまでにできることを学びます。

CPR（心肺蘇生法）や AED（自動体外式

除細動器）の使用法などを、人形を用い

て実践します。

７月１５日（火）、午後２時３０分～５時、

同館（北区金岡町２７６０―１）で。１６歳以上

の方が対象。無料。筆記用具を持参。動

きやすい服装で参加してください。
申 込 ７月３日、午前１１時から直接か

電話で同館（�２４６―５０５１�水曜日休館�）
へ。先着８人。

口の中の動くむし歯菌を特

殊な顕微鏡【写真】で観察しま
す。また、保護者と一緒に、

効果的な歯の磨き方の練習や、むし歯予

防のポイントも学習します。「わくわく

歯医者さん体験」もあります。

７月２４日（木）、午後１時３０分～３時３０

分、北保健センターで。小学１～３年生

とその保護者が対象（対象年齢児以外の

同伴はご遠慮ください）。無料。筆記用

具、色鉛筆、使用中の歯ブラシ（親子と

も）、タオルを持参。
申 込 ７月２日から電話か FAX で住

所、氏名、電話番号を書いて、同センター

（�２５８―６６００ �２５８―６６１４）へ。先着１８組。
管理栄養士による、高齢の方向けの食

生活についての講話です。７月８日（火）、

午後１時３０分～３時、同センター（北区

常磐町１丁２５―１）１階やなぎの間で。市

内在住の６０歳以上の方が対象。無料。動

きやすい服装で参加してください。
申 込 ７月２日から直接か電話で同セ

ンター（�２５５―６３８０ �２５２―２４３６）へ。先
着５０人。

夏休み親子クッキング

小学生とその保護者を対象に、料理を通じて親子で楽しく食

育について学びます。

７月２４・２９・３０日、８月１日、午前１０時～午後１時３０分、北

保健センターで。無料。エプロン、三角きん、ハンドタオル、筆

記用具を持参。なお、２歳以下の弟妹の同伴はご遠慮ください。

�７月のメニュー�
手作りウインナー、夏

野菜のレンジ蒸し、具

だくさんスープ、オレ

ンジかん。

�８月のメニュー�
ゆかりしらすおにぎ

り、スパニッシュオム

レツ、ヨーグルトパフ

ェ、すいとんなど。
申 込 ７月２日、午前９時から電話か FAX（午前９時以降の

到着分のみ有効）で住所、親子の氏名、電話番号、学年、同伴

の子どもの年齢、参加希望日を書いて、同センターへ。先着各

１５組。

チャレンジ�クッキング講座

夏休みに、栄養バランスのとれた弁当作りにチャレンジして

みませんか。成長期に必要な栄養など、食の大切さについても

学びます。

８月７日（木）、午前１０時～午後１時、北

保健センターで。小学６年生～中学生が対

象。無料。エプロン、三角きん、ハンドタ

オル、弁当箱、筆記用具を持参。

メニューは、豚肉のショウガ焼き、卵焼

き、ゴボウとニンジンのきんぴらなど。
申 込 ７月２日から電話か FAXで住所、氏名、電話番号、

学年を書いて、同センターへ。先着３０人。

先着

各４８人

４８人

３０人

費 用

１，５００円

１，５００円

１，５００円

対 象

�部
小学３～６年生
�部
小学１～２年生

平成２０年４月２日
～２２年４月１日生
まれの幼児

小・中学生

日 時

７月２３～２５日
�部
９：１５～１０：２５
�部
１０：３５～１１：４５

７月２３～２５日
１３：３０～１４：４０

７月２３～２５日
１５：３０～１６：４５

種 目

小学生トランポリン
（トランポリンの基礎を楽
しく学びます）

幼児体操＆トランポリン
（トランポリンやリズム体
操で楽しく運動します）

なぎなた
（なぎなたの基本を楽しく
学びます）

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

７月１１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

７月１８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

７月２５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

７月２５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８月７日

BCG予防接種 無料

７月３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７月１７日

７月３１日

離乳食講習会
�予約制�無料 ７月２５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）

７月１０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

７月１６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８月４日

主
な
成
人
事
業

成人の歯相談室
�予約制�無料

７月１５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８月５日

一般健康相談
（血液・尿検査） ７月８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 ７月８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 ８月１４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 ７月１０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 ７月３・１０・１４・１５・２２・２３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

７月２３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。

無料講習会「普通救命講習Ⅰ」

消消防防協協力力事事業業所所研研修修会会体体験験ででききててよよかかっったた

のびやか健康館

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

経経済済セセンンササスス――基基礎礎調調査査、、商商業業統統計計調調査査
同同時時実実施施ににごご協協力力をを

北保健センター

むし歯菌を見よう

夏休み特別企画

歯の学校

３次のページから広報さかいです平成２６年（２０１４年）７月１日


