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～歳末警戒実施中～

特定健診を受けましたか

北区域健康のつどい

北区ウォーキング大会

�自転車の鍵は２重にロック �
自転車の前かごにひったくり防止カ
バーを �怪しい電話は一度切っ
て、周囲に相談を �夜間、道を歩
く時は、ときどき振り返る �自動
車・自転車のライトは早めに点灯
�交差点では目と目を合わせて事故
防止 �「ちょっとだけ」ちょっとで
済まない飲酒事故

みんなで力を合わせて
安全・安心まちづくり

１２月１～３１日、歳末警戒を実施しま

す。歳末における、事件・事故の未然防

止を図るため、次の点に注意してくださ

い。

�定期スポーツ教室
１月から表のとおり開催します。詳

しくは同館ホームページ（http://sakai―e

spa.com/topics/kanaoka.htm）でご覧にな

るか、直接同館へ。 申 込１２月１９日、

午前９時から直接同館へ。

防災フェア

空気が乾燥し、火災の多い季節になり

ました。北消防署では、市民の防火・防

災意識を高めるため「防災フェア」を開催

します。消防音楽隊の演奏や、屋外会場

の地震体験車で地震の怖さを体験できま

す（屋外は雨天中止）。

１２月２３日（祝日）、午後１時３０分～２時

３０分、イオンモール堺北花田（北花田駅

前）で。無料。直接会場へ。

１２月２４～３１日の歳末火災予防運動の期

間中、管内のパトロールを強化し警戒に

努めます。安全・安心な暮らしを守るた

め「火の用心」をお願いします。

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。

室内コートでの子どもサッカースクー

ルへ体験参加できます。日時、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、

靴底が奇麗な運動靴（スパイク禁止）、タ

オル、飲み物持参。ボールは無料で貸し

出します。
申 込１２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５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）では次の催しを行います。

�ふれあい広場
子どもから大人まで、世代を超えて交

流できる場です。

�ふれあいリース広場�木の枝や松ぼ

っくりを使い、ク

リスマスの三角リ

ースを作ります。

１２月１６日（水）、午

後２～３時３０分。

講師はおおいずみ

どんぐりの会。費

用１００円。

�「クリスマスハッピー絵本講座」～手
話あり～
手話を使った絵本講座で、「ほしい」や

「てぶくろ」など縦に伸びる絵本を読みま

す。また、「サンタが飛び出すカード」の

工作をします。

１２月１９日（土）、午前１０時３０分～正午。

講師はみどりぐみ。費用１００円。
申 込１２月４日、午前１０時から直接か

電話、FAX で氏名、電話番号、年齢、

催し名を書いて、同コーナー（�・�２５８
―３９１１�月曜日、１２月２３・２８日～１月４日

は休館�）へ。先着�２０人、�３０人。

１０月３１日、「北区域交流まつり２０１５」が

金岡公園野球場で開催され、当日はたく

さんの方に来場いただきました。

ステージ【写真】ではさまざまな演目が

披露され、校区の模擬店や各出展団体の

ブースも大いににぎわいました。
問 合 北区域交流まつり実行委員会事

務局（北区役所自治推進課内 �２５８―

６７７９ �２５８―６８１７）へ。

４０～７４歳の方は、年に一度特定健診を受けることができま

す。メタボリックシンドロームに着目した健診で、腹囲を含む

身体計測や血圧、血液、尿などの検査を行います。心臓病や脳

卒中といった命に関わる病気を防ぐため、健診をとおして自分

の健康状態を把握しましょう。

４０～７４歳の堺市国民健康保険被保険者へは、５月に受診券を

送付しています。まだ受診していない方は受診案内を参照のう

え、来年３月３１日までに受診してください。不明な点は北保健

センターまでお問い合わせください。

なお、堺市国民健康保険以外の被保険者は、加入している医

療保険者（健康保険組合など）に確認してください。

１０月３１日開催の「北区域健康の

つどい」【写真】では、体力測定、

食育、アルコール相談、歯の健

康、健診・検診案内、生活習慣病予防、こころの相談などのコ

ーナーが多くの市民の皆さんでにぎわいました。

同日開催の第１５

回北区ウォーキン

グ大会【写真】は晴

天にも恵まれ、総

勢４００人を超える

参加があり、盛大

に行われました。

この大会は、ウオーキングを広めたいという市民によるウオ

ーキング推進委員が中心となり企画・運営を行っています。ま

た、ボランティアの皆さんの協力もいただいています。

北保健センターでは、「集まれ 広げよう ウオーキングの

輪」を合言葉に、ウオーキングをとおした健康づくりを推進し

ています。

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

曜日・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

マタニティークラス
�予約制�無料
（３回１セット）

１２月４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

１２月１１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

１２月１８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）

１２月３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１２月１８日

BCG予防接種 無料
１２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１２月１７日

離乳食講習会
�予約制�無料 １２月１８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 １２月１７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）

１２月２１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

１２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１月４日

成人の歯科相談
�予約制�無料

１２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１月５日

一般健康相談
（血液・尿検査） １２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 １２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 １月１４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 １２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 １２月３・７・１０・１４・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。

ジュニア２クラス
（小学４～６年生）

１７：５５～１８：５５

１７：５５～１８：５５

ジュニア１クラス
（小学２～３年生）

１６：５５～１７：５５

１６：５５～１７：５５

キッズクラス
（５歳児～小学１年生）

１５：５５～１６：５５

１５：５５～１６：５５

１２月１５日（火）

１２月１７日（木）

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）

室内子どもサッカースクール無料体験レッスン

盛盛況況にに開開催催

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

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）１２月１日


