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催し
北老人福祉センターの

１１月健康教養講座
「結核の正しい知識と予防」

健口講座� （ハチマルニイマル）

日程 内容（予定）

１１月１６日（月）歯科医師講話「８０２０の秘けつを学ぶ」／お口の細菌測定／歯みがき実習

１１月３０日（月）自分の口を知ろう／歯科検診・相談
１２月７日（月）言語聴覚士講話「お口の機能アップ法」／修了式

� ヘルシークッキング講座
～野菜たっぷりでおいしく減塩�～

� ひらめき脳トレプラス教室
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遺言、相続、契約、帰化申請、建設業

や宅建業などの営業許可申請、会社設立

などについて相談できます。電話相談は

できません。１１月２１日（土）、午後１時３０

分～４時（受け付けは３時３０分まで）、堺

市産業振興センター（中百舌鳥駅前）セミ

ナー室３で。予約可（予約は、大阪府行

政書士会堺支部へ）。

また、１１月２８日（土）、午後１時３０分か

ら同センターセミナー室２で、遺言・相

続セミナーを開催します。第１部「遺

言」、第２部「相続」で、どちらか一方の参

加も可。セミナー終了後、個別相談あり。

詳しくは同会堺支部までお問い合わせく

ださい。無料。直接会場へ。先着６０人。
問 合 大阪府行政書士会堺支部（�２３４

―３９９９ �２６２―８５２３）か市民人権総務課
（�２２８―７５７９ �２２８―０３７１）へ。

１１９番の日

１１月９日は「１１９番の日」です。火事・救

急・救助で消防に通報するときは１１９番へ。

慌てずに、落ち着いて正しく通報する

ことで、消防車や救急車が早く到着する

ことになります。また、いたずら電話は

本来の消防業務に支障をきたすので、絶

対にしてはいけません。

堺市（高石市含む）管内での１１９番は、

堺市消防局通信指令室（堺区大浜南町３

丁）に掛かります。

火事・救急・救助の別をはっきりと
「火事です」「救急です」「救助です」

住所、付近の目標を詳しく
「堺市北区○○町○丁○番○号の

（名前）です」「目標は○○です」

何が（だれが）どうしたのかを正確に
「○○が燃えています」「交通事故
でケガをしています」

通報した人を明らかに
「わたしの名前は○○です。電話
番号は○○です」

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。

在宅で介護を続けていくためには、介

護者の休息（レスパイト）に対する多くの

方の理解や支援が必要です。介護者を地

域で支え合う仕組みづくりをめざして、

「さかいお節介士養成講座」を開催します。

さかいお節介士とは、介護の基本的な

知識や介護者支援について学び、身近に

いる介護者への声かけや見守りなど、ち

ょっとした手助けをする応援者です。

１２月９日（水）、午後１～４時、北区役

所１階大会議室で。無料。

受講者には修了証をお渡しするととも

に、介護についての情報交換会などを案

内します。
申 込１１月２日から電話か FAX、電

子メールで住所、氏名、電話番号を書い

て、介護保険課（�２２８―７５１３ �２２８―７８５３
電 子
メールkaiho@city.sakai.lg.jp）へ。先着３０人。

大人や子どものテニス初心者が対象の

レッスンを室内コートで体験できます。

日程と対象は表のとおり。いずれものび

やか健康館（北区金岡町２７６０―１）で。動

きやすい服装で、室内用テニスシューズ

（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１１月２日、午前１０時３０分から直

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

今年度から防犯灯電気料金補助金が電

気料金（年額）の約３分の２になります。

申請には、４・１１月分の請求内訳書と１１

月分の領収書などが必要です。申請期間

は１２月１日～来年１月２９日。広報さかい

１５ページに関連記事あり。
問 合 北区役所自治推進課（�２５８―６７７９
�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。

�ふれあい広場
ふれあい広場は、子どもから大人ま

で、世代を超えて交流できる場です。

�ふれあい朗読広場�本の朗読を行い
ます。講師はラジオ大阪カルチャーセン

ター・山田真弓さん。１１月２５日（水）、午

後２～３時３０分。無料。先着２０人。

�元気アップ講座４～脳トレ～
脳と体を同時に動かすコグニサイズ体

操を行います。講師はナンシーヘルスク

ラブ。１１月２５日（水）、午前１０時３０分～正

午。無料。先着２０人。

�ボランティア気づきの講座「楽しい
手話講座」
初心者向けの講座で、あいさつや名前

紹介、手話歌などを学びます。講師は堺

市ろうあ者福祉協会東支部・手話サーク

ル金岡。１２月９日（水）、午後１時３０分～

３時３０分。無料。先着３０人。
申 込１１月５日、午前１０時から直接か

電話、FAXで住所、氏名、電話番号、

年齢、催し名を書いて、同コーナー（�
・�２５８―３９１１�月曜日は休館�）へ。

保健師を講師に迎え、高齢の方に多い

結核の正しい知識と早期発見方法などを

学びます。１１月１０日（火）、午後１時３０分

～３時、北老人福祉センター（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。
申 込１１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。

３回シリーズで「８０歳で２０本以上の歯を保つ」ための秘けつを

学びます。歯と口の健康について、楽しく学びましょう。受講

後は「北８０２０メイト会」のメンバーとして、「８０２０の輪」を広げる

ボランティア活動に参加できます。

日程、内容は表のとおり。いずれも午後１時３０分～３時３０

分、北保健センターで。１８歳以上で全回参加できる方が対象。

無料。筆記用具、歯ブラシ、タオル持参。先着２０人。

高血圧などの生活習慣病予防のため、講話と調理実習を通じ

て、野菜の効用や減塩のコツを学んでみませんか。

メニューは、鮭のマヨみそホイル焼き、小松菜とエノキの香

りあえ、根菜たっぷりミルクスープなど。

１１月２６日（木）、午前１０時～午後１時、北保健センターで。お

おむね４０歳以上の方が対象。無料。エプロン、三角きん、ハンド

タオル、塩分測定を希望する方は自宅のみそ汁持参。先着２４人。

認知症予防のための有酸素運動や、読み書き計算などの脳活

性プログラムに加え、むせや誤嚥（えん）性肺炎予防のための話

や口の体操、元気を保つ食生活の話、食育ゲームで楽しく学びま

す。１２月８日～来年２月２３日の火曜日（全１２回）、午前９時３０分

～１１時３０分、北保健センターで。６５歳以上の介護認定を受けて

いない方が対象。参加は年度内１コース限り。無料。抽選２０人。

申 込１１月２日から（�は９日まで）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。

マタニティークラス
�予約制�無料
（３回１セット）

１１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

１１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

１１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
（１回のみ）

１１月５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１１月２７日

BCG予防接種 無料
１１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

１１月１９日

離乳食講習会
�予約制�無料 １１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）

１１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

１１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１２月７日

成人の歯科相談
�予約制�無料

１１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１２月１日

一般健康相談
（血液・尿検査） １１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 １１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 １２月１０日 ９：００～ １８歳以上の方が対象。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 １１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 １１月２・５・９・１２・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

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

１１／１６（月）

１１／１７（火）

１１／１９（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

防防犯犯灯灯電電気気料料金金補補助助金金のの申申請請受受けけ付付けけはは１１２２月月１１日日かからら

正しい通報の仕方を覚えましょう

ささかかいいおお節節介介士士養養成成講講座座

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

無無料料相相談談会会とと遺遺言言・・相相続続セセミミナナーー行行政政書書士士にによよるる

北区区民活動支援コーナー

３次のページから広報さかいです平成２７年（２０１５年）１１月１日


