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子どものための簡単バランス弁当講座

歯と口の健康講座
～笑いのある生活で健口に�～

乳がん予防講演会
～守りたい�乳がんからあなたを～

詐欺の電話に要注意

高齢者を狙った次のような内容の詐欺

の電話が多く掛かっています。

�「ATM（現金自動受払機）で返金しま

す」

�「名義を貸して」「権利を譲って」
�警察官を名乗る犯人から「詐欺の犯

人を捕まえた」「あなたの口座を凍結す

る」「現金またはキャッシュカードを預か

る」

�現金を「送って」「持ってきて」「取り
に行く」

被害に遭わないために、不審な電話が

あったときは、一人で判断せずに家族や

警察に相談しましょう。

�健康アップ教室
表のとおり行います。詳しくは直接

同館にお問い合わせいただくか、同館

ホームページ（http:��sakai―espa.com�t
opics�kanaoka.htm）でご覧になれます。

石油ストーブの
取り扱いに注意

全国的にストーブが原因の火災で死傷

者が発生しています。

ストーブによる主な出火原因は、可燃

物の接触・落下・ふく射熱、使用方法の

誤り、消し忘れ、使用中の給油などで

す。注意してください。

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。

昨年８月～今年１月に実施した、家庭

から出た古紙や衣類などの集団回収に対

する報償金の申請を、２月２９日まで北区

役所自治推進課で受け付けます。なお、

申請が遅れると支払いができなくなりま

すのでご注意ください。

申請に必要な事前の団体登録をまだし

ていない団体は、同課（�２５８―６７７９ �
２５８―６８１７）までお問い合わせください。

ストーブを片づけるときに
気をつけること

�カートリッジタンクに灯油を残さ
ない
余った灯油は使い切るか、ガソリン

スタンドなどに持ち込み処分を依頼す

る。

�空焼きを行う
古くなった灯油（変質灯油）を使い続

けると、消火ボタンを押しても燃焼芯

が下がらず火が残る場合があります。

これは、芯の先端に灯油の不純物（燃

えカス、タールなど）が固着し、芯の

動きを悪くしているのが原因です。こ

の対処法として「空焼き」を行ってくだ

さい。

空焼きとは、灯油がなくなってから

火が消えるまで燃焼させる作業のこと

です。これにより芯の付着物が燃え尽

き、消火・点火時の芯の上げ下げがス

ムーズになります。

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。

�ふれあい手芸広場�クラフトテープ
を使って、おひな様を作ります。２月２４

日（水）、午後２～３時３０分。費用１００円。
申 込 ２月５日から直接か電話、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、２月１１日は休館�）へ。
�交流カフェ�北区を中心に活動して
いるさまざまなボランティアグループを

広く皆さんに知ってもらうとともに、互

いの活動を知り、その輪を広げることを

目的に開催します。お茶を飲み、ゲーム

をしながら、楽しいひと時を過ごしませ

んか。３月５日（土）、午後１～４時。無

料。直接会場へ。

国が実施する統計調査で、調査の対象

となる世帯や事業所に調査票を配布・回

収する業務を行っていただきます。担当

する調査件数などに応じて、調査完了後

に報酬が支払われます。

なお、従事する期間は１つの調査につ

き２カ月程度です。

ご希望の方は、企画部調査統計担当

（�２２８―７４５０ �２２２―９６９４）へお問い合わ
せください。登録制。

栄養バランスのとり方や衛生面など、明日からの弁当作りに

役立つ講座です。

２月２５日（木）、午前１０時～午後１時、北保健センターで。３

歳～中学生の子どもの保護者が対象。無料。エプロン、三角

巾、手拭きタオル、筆記用具、子どもの弁当箱持参。３歳以上

の子どもの同伴は可能ですが、託児はありません。
申 込 ２月２日から電話か FAXで住所、氏名、電話番号、

年齢、講座名、子どもの年齢・同伴の有無を書いて、同センタ

ーへ。先着２４人。

北８０２０メイト会（歯と口の健康を広める自主活

動グループ）の公開講座として、落語の会を開催

します。１日１回大笑いをして、笑いがもたらす

健康効果を体験し、免疫力を高めませんか。

３月４日（金）、午後１時３０分～２時４５分、北保健センター

で。講師は千里亭だし吉さん。無料。
申 込 ２月２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５０人。

乳がんは３０歳代から発症する方が増え、日本女性の１２人に１

人が生涯の間に乳がんにかかります。この機会に乳がんの早期

発見について学んでみませんか。乳がん自己触診法と乳がん検

診について、大阪がん予防検診センター医師・和田公子さんと

乳がんを経験したピンクケアブレスト代表・大石千加子さんの

話を聞き学びます。

３月１１日（金）、午前１０～１１時３０分、北区役所３階３０２会議室

で。無料。
申 込 ２月１２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、北保健センターへ。先着９０人。

マタニティークラス
�予約制�無料
（３回１セット）

２月１２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

２月１９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

２月２６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）

２月４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２６日

BCG予防接種 無料
２月４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２月１８日

離乳食講習会
�予約制�無料 ２月２３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 ２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）

２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

２月１７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３月７日

成人の歯科相談
�予約制�無料

２月１６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３月１日

一般健康相談
（血液・尿検査） ２月９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 ２月９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 ３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 ２月１８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 ２月１・４・８・２３・２４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。

費用

各１回
５００円

対象

２０歳
以上
の方

時間

火曜日
１０：００～１１：３０

水曜日
１０：００～１１：３０

木曜日
１０：００～１１：３０

木曜日
１３：００～１３：４５

木曜日
１３：５０～１４：５０

金曜日
１０：００～１１：３０

開催日
３月

１・８・１５日

９・１６・２３日

１０・１７・２４日

４・１１・１８日

２月

２・１６・２３日

３・１７・２４日

４・１８・２５日

５・１９・２６日

教室名

エンジョイ
軽スポーツ

さわやか
健康体操

マシン
トレーニング

エアロ

ヨガ

ベーシック
フィットネス

堺市登録統計調査員を募集

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）
北保健センター

集集団団回回収収報報償償金金のの
申申請請はは今今月月中中にに

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２８年（２０１６年）２月１日


