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北区長曽根町1179-18問 合 
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高齢者いい歯自慢コンテスト参加者募集
８０２０（ハチマルニイマル）をめざして

胃がん検診、肺がん・結核検診

肺がん・結核検診
実施場所

西百舌鳥小学校
北八下小学校
東三国丘小学校
金岡南校区地域会館
中百舌鳥寿楽会館
新金岡小学校
光竜寺小学校
百舌鳥小学校

実施日
５月１４日
６月１１日
１５日

７月１３日
１７日
２８日
２９日

８月３日

胃がん検診
実施場所

西百舌鳥小学校

北八下小学校
東三国丘小学校
中百舌鳥寿楽会館
金岡南校区地域会館
新金岡小学校
百舌鳥小学校
光竜寺小学校

実施日
６月４日

５日
２６日
３０日

７月３０日
８月７日
２１日
２４日
２７日

還付金などの詐欺が続発中

府内で還付金などの詐欺被害が依然多

発しています。犯人は、市役所や社会保

険事務所の職員を名乗り、「医療費の過

払い金があるので ATM（現金自動受払

機）で受け取ってください」と言って言葉

巧みに ATM まで誘導しようとした

り、「還付期限が迫っているので早くし

てください」と言って考える時間を与え

ないようにしたりします。ATMでお金

が戻ってくることは絶対にありません。

このような電話があれば、一度電話を

切り、家族や警察など、必ず誰かに相談

しましょう。

�定期スポーツ教室
表のとおり開催します。詳しくは体

育館ホームページ（http:sakai―espa.com/t

opics/kanaoka.htm）でご覧になるか、直

接同館へ。 申 込 ４月１１日、午前９時

から直接同館へ。

平成２６年中の火災概況

北消防署管内では、平成２６年中に４７件

の火災が発生し、２人が死亡、６人が負

傷しました。火災の主な原因は、放火

（疑いを含む）１５件、コンロ１４件、配線器

具４件となっています。

家庭や職場から火事を出さないよう、

今一度火の元を点検しましょう。

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。

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 ４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。

ボランティアの輪を広げるため、さま

ざまなボランティア活動を発表する「北

区ボランティアフェスティバル」を開催

します。このフェスティバルに参加する

ボランティアグループを募集します。

日時 ８月２９日（土）、午前１０時～午後４

時、パネル展示は８月２４～２９日

場所 北区役所１階エントランスホー

ル、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内）

募集内容 ステージ発表、体験教室、工

作コーナー、ふれあい喫茶、バザー、喫

茶ライブ、活動パネル展示など

対象 北区で活動するボランティアグル

ープやNPO法人などの市民活動団体

申込方法 堺市社会福祉協議会北区事務

所（北区役所１階）にある申込書で。受付

期間は４月２日～５月１５日。

参加協力費 １，０００円

主催 堺市社会福祉協議会北区事務所、

北区さかいボランティア連絡会、北区区

民活動支援コーナー
問 合 同事務所（�２５８―４７００ �２５８―

４７７０）へ。

毎月第２・４火曜日（祝日を除く）、午

後０時４５分～３時４５分に北区役所で、解

雇、賃金未払いなど労働に関する相談を

お受けしています。労働に関することで

お悩みの方は、気軽に相談してくださ

い。無料。秘密厳守。予約制。

４月の実施日は１４・２８日です。予約

は、直前の執務日までに雇用推進課（�
２２８―７４０４ �２２８―８８１６）へ。
なお、市役所での相談は月～金曜日、

午前９時～午後５時３０分に同課で実施し

ています。予約不要。電話相談可。

市と堺市歯科医師会では「高齢者いい歯自慢コンテスト」を開

催します。８０歳以上（昭和１０年３月３１日以前に生まれた方）で２０

本以上、自分の歯を持つ方が対象。今までに同コンテストで最

優秀賞、大阪府歯科医師会長賞、堺市歯科医師会長賞、優秀賞

で表彰された方の応募はご遠慮ください。５月に各保健センタ

ーで審査し、特に優秀な方を表彰します。
申 込 ４月８日までに電話か FAX で住所、氏名、電話番

号、生年月日を書いて、北保健センターへ。

下記の検診を表の日程で行い

ます。４０歳以上の方が対象。

�胃がん検診（午前９時から）
費用５００円。予約制。申し込

みは４月１日から電話で北保健

センターへ。表の日程以外にも

毎月１回同センターで実施して

います（次回は５月７日）。

�肺がん・結核検診
無料。直接会場へ。受付時間

は午後１時３０分～３時３０分。

�たん検査
�を受診する方で希望者のみ

（条件あり）。費用４００円。予約

制。申し込みは４月１日から検

査の１０日前までに同センター

へ。

なお、��は、６５歳以上の方
は無料。生活保護・市民税非課

税世帯などに属する方は事前に

申請すれば無料。必ず印鑑を持

参してください。

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

４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

４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

４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

４月２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４月２４日

BCG予防接種 無料

４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４月１６日

４月３０日

離乳食講習会
�予約制�無料 ４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 ４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）

４月２３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

４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５月１１日

主
な
成
人
事
業

成人の歯相談室
�予約制�無料

４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５月１２日

一般健康相談
（血液・尿検査） ４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 ４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 ５月１４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 ４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 ４月２・９・１３・２１・２２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、保健センターへ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。

先着

４０組

５０人

６０人

５０人

５４人

費用
（１期１０回）

１組６，０００円

４，０００円

３，０００円

一般６，０００円
高校生（高校
生に相当する
年齢の方を含
む）３，０００円

対象

平成２３年４月２日～２５年
４月１日生まれの幼児と
その保護者

平成２１年４月２日～２３年
４月１日生まれの幼児

小学１～３年生

高校生以上

時間

火曜日
１０：００～１１：２０

木曜日
１５：５０～１６：５０
水曜日
１５：５０～１６：５０

木曜日
１０：００～１１：３０

金曜日
１０：１０～１１：４０

種目

ファミリー
スポーツ

幼児体操

ジュニア
スポーツ

バドミントン

卓球

開催日

４／２０（月）

４／２１（火）

４／２３（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

火災件数（北消防署管内）

前年比
―１３
＋２
＋３
＋４０１
＋５

火災原因ワースト５（北消防署管内）

件 数
１５
１４
４
３
２

平成２６年
４７
２
６

１，９７７
２７

原 因
放火（疑いを含む）
コンロ
配線器具
たばこ
電気装置

火災件数（件）
死者 （人）
負傷者 （人）
損害額（千円）
焼損面積（�）

北北区区ボボラランンテティィアアフフェェスステティィババルル

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

区区役役所所でで労労働働相相談談をを実実施施ししてていいまますす

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

参 加 団 体 募 集

回５第

３次のページから広報さかいです平成２７年（２０１５年）４月１日


