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北区長曽根町1179-18問 合 

催し
北老人福祉センターの

１月健康教養講座
お薬の正しい知識

おいしい調理講習会

男性料理教室

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ので、落ち着

いて話してください。

いたずらの１１０番通報は、緊急な事件

・事故の対応に支障を来すので、絶対に

しないでください。

緊急ではない相談・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。

�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。

日 程 １月２１～２４日

時 間 午前９時～正午、午後１～５

時（所要時間は１人１５分程度）

参加費 トレーニング講習を受講済み

の方は１回３００円、未受講の

方は１回５００円

※未講習の方は靴のサイズが

14cm以上の方が対象。
申 込 １月５日から直接か電話で同

館へ。当日申し込み可。

詳しくは、同館へお問い合わせいた

だくか、同館ホームページ（http���sakai
�espa.com�topics�kanaoka.htm）でご覧に
なれます。

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、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、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」と定

め、文化財を火災や震災などの災害から

守るとともに、全国的に文化財防火運動

を展開し、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、北消防署では消防訓

練を行います。１月２８日（木）、百舌鳥八

幡宮（北区百舌鳥赤畑町５丁７０６）で。

大切な文化財を火災から守りましょ

う。

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。

体のバランスや柔軟性をチェックし、

姿勢改善と関節の機能改善に効果の期待

できる運動を行います。

１月１１・１４・１８・２１日（いずれか１日

のみ）、午後２～３時、のびやか健康館

（北区金岡町２７６０―１）で。３０歳以上の方

が対象。動きやすい服装で、タオル、飲

み物、筆記用具持参。
申 込 １月５日、午前１１時から直接か

電話で同館（�２４６―５０５１�水曜日休館�
�２４６―５０４１）へ。先着各１０人。

市政情報コーナー（北区役所２階）で

は、市などが発行した刊行物やパンフレ

ット、ビデオテープなどを自由に閲覧・

視聴することができます。また、一部の

刊行物の購入、資料のコピー（有料）もで

きますのでご利用ください。

開設時間�午前９時～午後５時１５分
（土曜日、祝休日を除く）

問 合 北区役所企画総務課（�２５８―
６７０６ �２５８―６８１７）へ。堺市薬剤師会の協力で、薬に関する知

識を薬剤師から学びます。

１月１２日（火）、午後２～３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 １月４日から直接か電話で同セ

ンター（�２５５―６３８０ �２５２―２４３６）へ。先
着５０人。

子どもからの質問に戸惑わずに答え

るために、年齢、発達に合わせた「性

教育」のポイントを話します。講師は

心理カウンセラー・浅田昌代さん。

２月５日（金）、午前１０～１１時３０分、

北保健センターで。就学前の子どもを

持つ保護者が対象（託児なし。同室に遊

びスペースあり）。無料。筆記具持参。
申 込 １月５日から電話か FAX で

住所、氏名、電話番号、年齢、講座名

を書いて、同センター（�２５８―６６００
�２５８―６６１４）へ。先着３０人。

乳がん・子宮がん検診の必要性など

女性の健康や運動習慣（ベビーダンス）

について学びます。

２月５日（金）、午後１時３０分～３時

（午後１時から受け付け）、北保健セン

ターで。首すわりができる１歳未満の

乳児を持つママで、同講座に初めて参

加する方が対象。無料。運動しやすい

服装で、抱っこひも持参。乳児以外の

子どもの同伴不可。
申 込 １月５日から電話か FAX で

住所、氏名、電話番号、子どもの月齢、

講座名を書いて、同センター（�２５８―
６６００ �２５８―６６１４）へ。先着３０人。

冬を元気に過ごすため、体を温め、免疫力を高める食生活の

コツを調理を通して学んでみませんか。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

みましょう。おおむね６５歳以上の方が対象。

１月２１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、手拭きタオル、筆記用具持参。
申 込 １月５日から電話か FAXで住所、氏名、電話番号、

年齢、講座名を書いて、同センターへ。先着２０人。

男性の料理初心者の方でも気軽に参加していただける料理教

室です。食生活改善のボランティアグループ・堺市健康づくり

食生活改善推進協議会北支部「金岡わかば会」が行います。メニ

ューはメンチ風コロッケ、ひじきの煮物、豚汁、デザート。

２月３日（水）、午前１０時～午後１時、同センターで。費用

３００円。エプロン、三角きん、手拭きタオル、筆記用具持参。
申 込 １月５日から電話か FAXで住所、氏名、電話番号、

年齢、講座名を書いて、同センターへ。先着３０人。

健康づくり応援キャンペーン
～食と歯と口の健康づくり～

健康づくりグループの活動を紹介するために、パネル展示を

行います。１月２５～２９日、北区役所エントランスホールで。ま

た、１月２７日（水）、午前１０時～午後２時、同ホールで、歯磨き

圧のチェックや歯磨きグッズの展示、野菜クッキーの試食、適

塩みそ汁の試飲を行います。家庭の汁物の塩分濃度測定もでき

ますので、希望される方は自宅のみそ汁をご持参ください。歯

と口の健康づくり自主活動グループ「北８０２０メイト会」とボラン

ティアグループ堺市健康づくり食生活改善推進協議会北支部

「金岡わかば会」の協力により実施します。幅広い世代の方が楽

しめる催しです。ぜひお越しください。無料。直接会場へ。
問 合 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）

１月８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１５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２２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）

１月７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１月２２日

BCG予防接種 無料
１月７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２１日

離乳食講習会
�予約制�無料 １月２６日 ①１０：００～

�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）

１月２５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２０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１日

成人の歯科相談
�予約制�無料

１月１９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２日

一般健康相談
（血液・尿検査） １月１２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
＊検査結果は翌週の水曜日以降に本人へ直接お渡しします

食生活相談�予約制�無料 １月１２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１８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 １月１４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７・１４・２６・２７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。

～「あかちゃんはどこからきたの？」～

～冬の寒さに負けない�からだづくり～

家庭で伝える性教育セミナー

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）

無料教室「体力測定＆機能改善トレーニング」

ママのための健康講座

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

ををごご利利用用くくだだささいいーナーコ報情政市

３次のページから広報さかいです平成２８年（２０１６年）１月１日


