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催し
北老人福祉センターの

笑いと健康

地
域
で
の
活
動
風
景

やんぐ☆るーきーず
～若いママの会～

全国地域安全運動
みんなで力を合わせて

安全・安心まちづくり

１０月１１～２０日に「全国地域安全運動」を

実施します。更なる犯罪被害防止に取り

組む期間です。重点項目は次のとおり。

�街頭犯罪の被害防止 �子どもと女
性を対象とする犯罪の被害防止 �特殊
詐欺の被害防止

みんなで力を合わせ、安全で安心なま

ち北区を実現しましょう。

なお、１０月１４日（火）、イオンモール堺

北花田店（北区東浅香山町４丁１―１２）セ

ンターコートで開催される「北堺地域安

全大会」で、格闘家・角田信朗さんの講
演を予定。詳細が決まり次第、北堺警察
署と北区（アドレスは１ページ参照）のホ

ームページでお知らせします。

�食べることは、生きること�～栄養
教諭からのメッセージ～
歌や調理実演も交えて、楽しく食育の

話をします。無料。

日 時 １０月１８日（土）、午前１０時～正午

場 所 光竜寺小学校体育館

講 師 新金岡・宮山台・三宝小学校の

栄養教諭

対 象 就学前の子どもとその保護者

�つたえよう ゆたかなあそびを ひ
ろげよう おおくのなかまを
地元の保育園児～中学生の演技や歌・

演奏、コーナー遊びなど盛りだくさんの

内容です。無料。

日 時 １０月２６日（日）、午前１０時～正午

場 所 東浅香山小学校体育館

対 象 就学前の子どもとその保護者
申 込 �は１０月３日、�は１０月６日、

午前１０時から電話で北地域子育て支援セ

ンター（�２５１―１５１２ �２５８―６８８３）へ。先
着各１００組。

医療現場での笑いの効果の話と、喜劇

や落語などをDVDで上映します。笑い

で免疫力を高め、健康になりましょう。

１０月１４日（火）、午後１時３０分～３時、

同センター（北区常盤町１丁２５―１）で。

市内在住の６０歳以上の方が対象。無料。
申 込１０月６日から直接か電話で同セ

ンター（�２５５―６３８０ �２５２―２４３６）へ。先
着５０人。

初心者に分かりやすく、丁寧に指導し

ます。日程、対象は表のとおり。いずれ

も同館（北区金岡町２７６０―１）で。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。
申 込１０月３日、午前１０時３０分から直

接か電話で同館（�２４６―５０５１�水曜日休
館� �２４６―５０４１）へ。先着�～�各８
人、��各６人。

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 �・�２５８―３９１１�月曜日と１０月１４日
は休館�）では次の催しを行います。
申 込 いずれも１０月７日、午前１０時か

ら直接か電話、FAXで、同コーナーへ。

ふふれれああいい広広場場
月１回、同コーナーを開放していま

す。今月は１０月２９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、太極拳の

基本を学びます。無料。動きやすい服装

・靴で。先着２０人。

第第２２回回北北区区デディィススココンン親親睦睦大大会会
北区ディスコン親睦大会の参加団体を

募集します。１１月２０日（木）、午後１～４

時。当日は体験コーナーもあります。無

料。先着１６チーム。

９月１日、北八下小学校では、自助の

態度を育成するとともに、地域の一員と

しての自覚を持つことを目的に、地域の

方が手作りした防災ずきんを児童が装着

し、避難訓練を実施しました。問 合 北八

下小学校（�２５２―０２１２ �２５２―２１１１）へ。

防
災
ず
き
ん
を

つ
け
避
難
訓
練

�８日（水）�午前１０時３０分からし
らさぎ３１０商友会（白鷺駅前）で。第

６回商友会とくとく祭。

午後１時３０分からエイワ商店街

（商店街中庭広場）で。秋のエイワ商

店街まつり。

�９日（木）�午後０時３０分から中
百舌鳥駅前通商店街（中百舌鳥町自

治公民館）で。中百舌鳥商店街地元逸

品セールといきいき健康セミナー。

�１０日（金）�午後２時３０分から堺
市駅東商店街（商店街内特設広場）

で。秋の大抽選会。

�１１日（土）�午後４時３０分から長
尾商店会（府営堺南長尾住宅集会所

前広場）で。長尾商店会まつり。

１０月８～１１日、市内の商店街１３会場で

ものまね芸人・ノンスモーキー石井やマ

ルチパフォーマー・カナ、ちんどん屋が

登場する「さかい商店街まつり」を開催し

ます。区内の会場と商店街独自の催しは

右記のとおり。
問 合 商業流通課（�２２８―８８１４ �２２８

―８８１６）へ。
ノンスモー
キー石井 ちんどん屋カナ

仲間と一緒に歯とお口の健康の輪を広げる活動をしません

か。

北８０２０メイト会は、お口の健康を推進するボランティアグル

ープです。８０歳で２０本以上の歯を保つことを目標に、楽しみな

がら、お口の健康の大切さを地域の方へ広める活動をしていま

す（加入後、北保健センター主催の８０２０健口講座の受講をお願

いしています）。

原則第２金曜日、午後１時３０分から北保健センターで。
問 合 同センター歯科衛生士へ。

２０歳前後で妊娠・出産をした方のサークルです。おもちゃで

遊びながら、交流しています。原則第４火曜日、北保健センタ

ーで。現在妊娠中の

方も参加可。

今月は１０月２８日

（火）、午後１時３０分

～３時３０分。無料。

直接会場へ。
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

１０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

１０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

１０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

１０月２４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１１月６日

BCG予防接種 無料

１０月２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１０月１６日

１０月３０日

離乳食講習会
�予約制�無料 １０月２８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 １０月１６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）

１０月２３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

１０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１１月１０日

主
な
成
人
事
業

成人の歯相談室
�予約制�無料

１０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１１月４日

一般健康相談
（血液・尿検査） １０月１４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 １０月１４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 １１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

ロコモ撃退筋力アップ教室
無料 １０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 １０月２・９・２２・２３・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
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。

開催日

１０／２０（月）

１０／２１（火）

１０／２３（木）

対 象

５歳児～
小学１年生

時 間

�１５：３０～１６：１５
�１５：３０～１６：１５

対 象

１６歳以上

時 間

�１３：４５～１４：４５
�１０：４５～１１：４５
�１２：１５～１３：１５

テニス初心者無料体験レッスン

北８０２０メイト会 新入会員募集中

手手作作りり防防災災ずずききんんでで
避避難難訓訓練練をを開開催催

のびやか健康館

北区役所４階 �２５８―６６００ �２５８―６６１４
業務時間 ９：００～１２：００、１２：４５～１７：３０

（窓口での受け付けは１７：１５まで）
北保健センター

北北区区子子どどもも家家庭庭
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
フフォォーーララムム

北区区民活動支援コーナー

北八下
小学校

３次のページから広報さかいです平成２６年（２０１４年）１０月１日


