
みんなの子育てひろばみんなの子育てひろば

北老人福祉センターからの催し

スマートエイジング
～大人の英会話～

４月健康教養講座４月健康教養講座

飼い犬には登録と狂犬病予防注射を飼い犬には登録と狂犬病予防注射を

筋筋力力アアッッププ教教室室 参参加加者者募募集集

ひひららめめきき脳脳トトレレププララスス教教室室
楽楽ししくく通通っってて元元気気ででいいききいいきき��

ががんん検検診診をを受受けけままししょょうう

健康寿命の延伸を目的とした、頭と体
の両面を鍛える教室です。椅子に座って
リズム体操・バランス運動・骨盤底筋運
動・脳トレなどを体験できます。自分の
ペースで取り組む事ができる簡単なプロ

グラムです。
４月９・１６日、いず
れも午後１～２時、の
びやか健康館（北区金

岡町２７６０―１）で。６５歳以上の方（体力低
下を感じている方、認知症予防に繋げた
い方）が対象。動きやすい服装（靴は不
要）、タオル、水分補給用の飲み物、メモ
を取りたい方は筆記用具を持参。無料。
�４月６日、午前１１時から直接フロント
か電話で同館（�２４６―５０５１�水曜日休館
日� �２４６―５０４１）へ。先着各１５人（参加
は一人１回）。

�「イヤイヤ期の子育て」ミニ講座＆
リトミック
子どもの発達や特徴を知り、イヤ
イヤ期を乗り越えるヒントを見つけ
ましょう。後半はリトミック遊びを

行います。
４月２３日（木）、午前１０時３０分～１１
時３０分、北区役所３階３０２会議室
で。１歳６カ月～就学前の子どもと
その保護者が対象。無料。
�４月８日、午前１０時から電話で同
課へ。先着２０組。

気軽に集い、交流できる場所とし
て、表のとおり、みんなの子育てひ

ろばを開設しています。子育ての相
談に応じたり、地域の子育て関係情
報の提供などを行っています。無
料。詳細は各ひろばへ。

�走り方教室
より速く走るためのコツを練習しま

す。運動会前に練習し、友達よりも速く

走ろう。
４月１９日（日）、午前９時３０分～１１時、

金岡公園陸上競技場で。小学１～３年生
が対象。費用１，５００円。運動できる服装
で、シューズ（外履き）・タオル・水分補
給用の飲み物を持参。
�４月５日、午前９時から電話で同館
へ。先着３０人。

市では、４月１～１５日に飼い犬の狂犬
病予防集合注射を行います。
北区の集合注射会場は右下表のとおり

です。
費用は、１頭につき、登録済の犬

で３，３００円、未登録の犬では６，３００
円です。事前に送付した書類をお
持ちの方は問診欄を記入し持参し
てください。必ず犬を制御できる
方が連れて直接会場へ。
集合注射全日程、動物病院につ

いての情報は、市HPをご覧になるか、
動物指導センター（�２２８―０１６８ �２２８―
８１５６）へお問い合わせください。

楽しくコミュニケーションをとりなが
ら簡単な英会話を学び、脳の健康に役立

てましょう。
４月１４日（火）、午後１時３０分～２時３０

分。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。
�４月７日から直接か電話で同センター
（�２５５―６３８０ �２５２―２４３６）へ。先着２４人。

大規模災害時に事業所のお力を�

堺市消防局では、管内の事業所に、消
防協力事業所のご登録をお願いしていま
す。

北消防署でも、昨年末で１６１の事業所
に登録いただいており、毎年２月に消防
協力事業所リーダー研修会を開催し、大
規模な災害や事故が発生した場合に備え
ています。消防
協力事業所の登
録は、随時行っ
ています。ご協
力をお願いしま
す。

はじめての子育てをしているお母さん
と赤ちゃんのためのプログラムです。日
ごろの悩みや少し先の子育ての話を一緒
にしませんか。
生後２～５カ月（令和元年１２月１５日～

令和２年３月１５日生まれ）の第１子とそ
の母親が対象。
５月１５・２２・２９日、６月５日、午後１

時３０分～３時３０分、４回連続のプログラ
ムです。北区役所５階キッズルーム（和
室）で。無料。
�４月１日～５月８日に子ども家庭支援
センター清心寮「リーフ」（�２５２―３５２１
�２５２―３５２２）へ。先着１５組。

防災コーナー 防災コーナー 防災コーナー 
�北消防署（�２５０―０１１９ �２５３―
２０１６）
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下半身の筋トレを中心にバランス・姿勢について学ぶ教室の参
加者を募集します。４～７月の第２木曜日、午前１０～１１時、同セ
ンターで。無料。飲み物、タオルを持参。
�４月２日から電話か FAX で住所、氏名、電話番号、年齢、講
座名を同センターへ。初めての方が対象。先着４０人。

認知症予防のための有酸素運動や、脳活性プログラムに加え、
むせや誤嚥（ごえん）性肺炎予防のための話、食育ゲームなどで楽
しく学びます。
５月１３・２０・２７日、６月３・１０・１７・２４日、７月１・８・１５・

２２・２９日、全１２回、午前９時３０分～１１時３０分、同センターで。６５
歳以上の介護認定を受けていない方で、原則、全日参加できる方
が対象（初めての方が優先）。無料。
�４月６～１０日に電話か FAX で住所、氏名、電話番号、生年月
日を同センターへ。抽選２０人。

早期発見・治療を行うため、自覚症状がないうちに定期的にが
ん検診を受けましょう。がん検診と対象者についてはお問い合わ
せください。市内指定の協力医療機関でも
受診できます。
�がん検診総合相談センター（�２３０―４６１６
�２３０―４６３６�午前９時～午後８時、１２月

２９日～１月３日を除く�）

マタニティークラス�予約制�
（出産予定日 令和２年８・９月の方）
３回１セット 無料

４月２４日 １３：００～１５：４５ １回目：妊娠中の生活・お産の進み方・呼吸法
５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
５月２９日 １３：００～１５：４５ 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２４日 １３：３０～１５：３０

１～３か月の第１子の赤ちゃんと保護者が対象。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

BCG予防接種
無料

４月２日 １３：１０～１５：００
（受付時間は
１３：１０～１４：２０）

生後１歳に至るまでの子どもが対象
５か月児に個別通知します４月１６日

離乳食講習会
�予約制�無料 ４月２８日 �１０：００～

�１１：００～
５・６か月児の保護者が対象。管理栄養士による、離乳食
の進め方についてのお話と調理実演、保護者の試食あり

カミカミパクパク離乳食
�予約制�無料 ４月１６日 １０：３０～ ９～１１か月児が対象

離乳食の進め方のお話と保護者の試食あり

子どもの歯相談室
�予約制�無料

４月１５日
９：３０～１１：００

乳幼児、小児が対象
歯科医師による相談と歯科衛生士による歯みがき指導
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回限りフッ素塗布を行います５月１３日

成人の歯科相談
�予約制�無料

４月２１日
１３：３０～１５：３０ 成人、妊婦が対象

歯科医師による歯科検診と相談、親子で歯科相談もできます５月１２日

感染症検査・相談 ４月１４日 ９：３０～１１：００

�無料� ●エイズ相談、HIV検査、
性感染症セット検査（HIV・梅毒・クラミジア�尿�）

●肝炎ウイルス検査（※）、風しん抗体検査（※） ※条件あり
�有料�HTLV-１検査（成人Ｔ細胞性白血病などの原因となるウイルス）
●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

生活習慣病予防相談
�予約制�無料 ４月１４日 ９：３０～１１：００ 保健師による生活習慣病予防などの相談

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＊１ ５月１４日 ９：００～ １８歳以上の市民の方が対象。検診と結果説明、医師・管理

栄養士・保健師による相談・指導
精神保健福祉相談
�予約制�無料 ４月２・９・１３・１５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
＊１ 市民税非課税世帯・生活保護世帯などに属する方は事前に保健センターへ申請をすれば無料になります（必ず印鑑を持参）。
○表の事業の予約・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）。
○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か月児が対象）…個別に通知します。
●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）、９：００～１１：００。

北区の集合注射日程表
実施時間

診療時間内※

電話予約※
１３：３０～１４：１０

※詳しくは各病院にお問い合わせください。

会場
梅本獣医科
大下動物病院

北花田どうぶつ病院
クッキー動物病院
たろう動物病院
なかもず動物病院
オシバ動物病院
中村町会館

実施日

４月１～１５日

４月１３日（月）

時間
１０：００～１５：００
土・日曜日は
１０：００～１２：００

１０：００～１５：００

１０：００～１２：００
１３：００～１６：００
土曜日は
１０：００～１２：００

１０：００～１５：００

１０：００～１５：００
１０：００～１５：００
土曜日は
１０：００～１２：００

１０：００～１５：００
土・日曜日は
１０：００～１２：００

曜日
月～木、土・日
※土日は休みの
場合があります
月～金

火～金
土（不定期）

月・水・木・金
（毎月第２金は休み）

月～金

月～土

月・火・水
第２・４土曜
第３日曜

（１～３月は休み）

場所

金岡子ども館
（北区金岡町２４６９‐１）

北区北花田町４丁９３‐６
プロシードタチバナ１０２号

新金岡市民センター２階
（北区新金岡町４丁１‐８）

中百舌鳥町自治公民館３階
（北区中百舌鳥町５丁７９６―１）
北区東浅香山町２丁４‐１０２

北区百舌鳥陵南町３‐１３
乾ビル４階

南花田東町会館
（北区南花田町４１４‐１）

金岡子ども
ルーム

風ひろば

しんかなみんな
の子育てひろば

なかもず子育て
みんなのひろば
虹ひろば

子育てひろば
くるみ

やしもみんなの
子育てひろば

区役所ひろば
１０：００～１２：００
１２：４５～１６：００月～金北区役所５階ゆめひろば

▲ホームページ
http���www.sakai�kenshin.jp�

�北区役所子育て支援課（�２５８―６６２１ �２５８―６８８３）

ま る ご と 健 康 教 室

北保健センター

のびやか健康館

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）

�北区長曽根町１１７９―１８
�２５４―６６０１ �２５１―０５０９

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、各事業が延期
・中止になる場合があります。最新の情報は北保健センタ
ーのHPをご覧ください。

３次のページから広報さかいです令和２年（２０２０年）４月１日


