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おいしい調理講習会
～食生活からロコモ対策～

６５歳以上の方などへの
インフルエンザ予防接種は

１月３１日までです

１月２６日は「文化財防火デー」

文化財防火デーの制定は、昭和２４年１

月２６日に現存する世界最古の木造建築物

である法隆寺（奈良県）の金堂が炎上し、

壁画が焼損したことに基づいています。

昭和３０年に、当時の文化財保護委員会

（現在の文化庁）と国家消防本部（現在の

消防庁）が１月２６日を「文化財防火デー」

と制定。文化財を火災や震災などの災害

から守るとともに、文化財防火運動を全

国に展開し、国民の文化財愛護に関する

意識の高揚を図っています。

この日に合わせ、各地で文化財に対す

る防火訓練などを実施します。北消防署

でも、北区内にある文化財を選定し、消

防訓練を行います。

未来のため、大切な文化財を火災から

守りましょう。

�足型測定会～健康増進への第一歩
～
足の状態、重心の位置、正確な足の

サイズなどを測定します。日常生活や

運動の基本となる「歩く」「走る」の動作

をよりスムーズに行い、足への負担を

少しでも減らしましょう。

２月１６～２０日、午前９時～正午、午

後１～５時（２０日は午後３時まで）。所

要時間は１人１５分程度。トレーニング

講習を未受講の方は靴のサイズが14

cm 以上の方が対象。参加費は、同講

習を受講済みの方は１回３００円、未受

講の方は１回５００円。
申 込 １月１９日から直接か電話で同

館へ（当日申し込み可）。

詳しくは同館にお問い合わせいただ

くか、同館ホームページ（http���sakai�e
spa.com�topics�kanaoka.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。

１月１０日は「１１０番の日」です

１１０番は、事件・事故の緊急通報電話

です。

１１０番通報では、事件・事故の内容、

自分のいる場所、目標となる建物の状況

などを詳しくお尋ねしますが、落ち着い

て話してください。

いたずらの１１０番通報は犯罪です。緊

急な事件・事故の対応に支障を来します

ので、絶対にしないでください。

緊急でない相談・要望などについて

は、警察相談電話「♯９１１０」や最寄りの警

察署・交番へお願いします。テニス初心者が室内で楽しめる無料体験レッス

ンです。日時、対象は表のとおり。いずれも同館

（北区金岡町２７６０―１）で。動きやすい服装で、テ

ニスシューズ（運動靴可）、タオル、飲み物持参。

ラケットとボールは無料で貸し出します。
申 込 １月５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。 認知症になると、他人とのコミュニケ

ーションや周りの状況に合わせた行動が

難しくなり、本人も周囲も戸惑うことが

多くなってきます。住み慣れた地域で、

いつまでも安心して自分らしく生活して

いくためには、周囲の正しい理解と協力

が不可欠です。

認知症を考えるウイークでは、認知症

についてや本人、家族をサポートするた

めの取り組みをパネル展示などで紹介し

ます。

２月２～６日、北区役所１階エントラ

ンスホールで。無料。直接会場へ。

また、期間中につながりサポーター市

民講座（認知症サポーター養成講座）を開

催します。この機会に、

認知症を正しく理解し、本人や家族を温

かく見守る応援者になりませんか。

２月２日（月）、午後１時３０分～３時、

北区役所で。無料。
申 込 １月５日から直接か電話、FA

X で氏名、住所、電話番号を書いて、

北基幹型包括支援センター（北区役所１

階 �２５８―６８８６ �２５８―８０１０）へ。先着
７０人。

北区大泉校区連合自治会会長の槙峯正

一さんが、１１月２６日に自治会等地縁によ

る団体功労者総務大臣表彰を受賞されま

した。

槙峯さんは２０年以上にわたり、地域社

会の維持と形成に顕著な功績があったこ

とが認められ、今回の受賞となりまし

た。
問 合 北区役所自治推進課（�２５８―

６７７９ �２５８―６８１７）へ。

つながりサポータ
ーの証「つながり
ステッカー」です

ロコモティブシンドロームを予防する食生活のコツをつかん

で、日々の食事作りに生かしてみませんか。料理が苦手、食欲

がない、体重が減ってきたと感じている方も、みんなで料理を

楽しみ、おいしく食べながら、元気を保つ食生活について学び

ましょう。おおむね６５歳以上の方が対象。

１月２２日（木）、午前１０時～午後１時、北保健センターで。無

料。エプロン、三角きん、筆記用具持参。
申 込 １月６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。

１月３１日まで市内の契約医療機関でインフルエンザの予防接

種を行っています。１人１回に限り自己負担金１，０００円で接種

できます。市に住民登録があり、次のいずれかに該当する方が

対象。

�６５歳以上の方。�６０～６４歳で心臓、腎臓、呼吸器の機能か
免疫機能に身体障害者手帳１級程度の障害がある方。

予防接種の予約は直接、契約医療機関へ。

対象者のうち今年度市民税非課税・生活保護・中国残留邦人

等支援給付世帯に属する方は自己負担金が免除されます。接種

する医療機関の窓口に介護保険料納入通知書（所得段階区分が

第１～３段階、特例第３段階に限る）や生活保護受給者証など

証明できるものを提示してください。証明できるものを持って

いない方は、保健センターへ申請すれば、無料受診券を発行し

ます。申請には本人確認できるもの（健康保険証など）が必要で

す。また、代理人が申請する場合は委任状と代理人本人である

ことを確認できるものが必要です。接種後の申請、自己負担金

の還付はできません。
問 合 北保健センターへ。

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

１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

１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

１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

１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カ月ごろの赤ちゃんとその保護者が対象２月５日

BCG予防接種 無料
１月８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
１月２２日

離乳食講習会
�予約制�無料 １月２７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）

１月２６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

１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２月２日

主
な
成
人
事
業

成人の歯相談室
�予約制�無料

１月２０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２月３日

一般健康相談
（血液・尿検査） １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・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 １月１３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 ２月１２日 ９：００～ １８歳以上の市民が対象。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 １月１５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 １月８・１９・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

生活保護・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

１／１９（月）

１／２０（火）

１／２２（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

つつななががりりササポポーータターー市市民民講講座座

認認知知症症をを考考ええるるウウイイーークク

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）

室内テニス初心者無料体験レッスン

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２７年（２０１５年）１月１日


