
＊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。

精神障害、アルコール依存などで悩む方
や家族の相談１４：００～１６：００６月４・８・１１・２４日精神保健福祉相談

�予約制�無料

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９：００～７月９日骨粗しょう症予防検診

�予約制�有料＊１

管理栄養士による生活習慣病予防等の相談９：１５～１１：００６月９日食生活相談�予約制�無料

保健師による生活習慣病予防等の相談９：３０～１１：００６月９日生活習慣病予防相談
�予約制�無料

�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細胞性白血病等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

９：３０～１１：００６月９日感染症検査・相談

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１３：３０～１５：３０７月７日

成人の歯科相談
�予約制�無料

６月１６日

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

９：３０～１１：００
７月１日

子どもの歯相談室
�予約制�無料

６月１７日

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１０：３０～６月１８日カミカミパクパク離乳食

�予約制�無料

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

�１０：００～
�１１：００～６月２３日離乳食講習会

�予約制�無料

生後１歳に至るまでの子どもが対象。現在個別通知にて対応しています。
以前の通知時、接種できなかった方は、お問い合わせ下さい。

BCG予防接種 無料
�予約制�

２２歳以下で妊娠・出産した保護者が対象
親子のふれあい遊び、おしゃべり交流など１３：３０～１５：３０６月２３日やんぐ★るーきーず

�予約制�無料

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

１３：３０～１５：３０６月２６日エンジェル交流広場
�予約制�無料

３回目・赤ちゃんの育児・もく浴・先輩ママとの交流会１３：００～１５：４５７月３１日

マタニティークラス�予約制�
（出産予定日 令和２年１０・１１月の方）
３回１セット 無料

２回目・妊娠中の食事の話と調理・歯の話と歯科検診１０：３０～１５：３０７月１７日
１回目・妊娠中の生活・お産の進み方・呼吸法１３：００～１５：４５６月２６日

北保健センター 北北保保健健セセンンタターーかかららののおお知知ららせせ

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、現
在、同センターでは、各種事業を延期か中止しておりま
す。ご理解とご協力をお願いいたします。
最新の情報につきましては、堺市北保健セン

ターのホームページをご覧ください。

検索堺市北保健センター事業中止・延期のお知らせ

歯歯とと口口のの健健康康習習慣慣

６月４～１０日は歯と口の健康
習慣です。歯と口の健康は全身
の健康、さらには健康寿命にも
関係します。この機会にかかり
つけ歯科医で検診を受けるな
ど、家族みんなで歯と口の健康
を大切にしましょう。

毎毎年年６６月月はは「「食食育育月月間間」」でですす

毎日いきいきと暮らし、生涯にわたって心も体も健康で
元気に過ごすためには、毎日の「食」について見直すことが
大切です。 市では食育の大切さをわかりやすく伝えるた
めに�さかい食育目標�「●さ…三食きちんと食べる ●か…感
謝して食を大切にする ●い…一緒に食べ
る」を広めています。
この目標をより多くの人に知ってもら

い実践していただくために、食育目標を
書いたメッセージカードを配付していま
す。
また、右記のQRコードからは「おうちご

はんを健康に楽しもう！」（YouTube)をご覧
いただけます。この機会に「食生活」について
考えてみませんか。
�同センターへ。

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）

北区役所 ４階 �２５８―６６００ �２５８―６６１４

がん検診を受けましょう ホームページ http���www.sakai�kenshin.jp��

胃がん検診・大腸がん検診（集団検診）の予約、問い合わせは、がん検診総合相談センタ
ー（�２３０―４６１６ �２３０―４６３６ ９：００～２０：００、１２月２９日～１月３日を除く）へ。

特殊詐欺の電話に要注意!!

高齢者を狙った次のような詐欺の
電話やコロナ関連の詐欺にも注意し
て下さい。
警察官を名乗る犯人から「あなた

の個人情報が漏れている」「口座から
現金を引き出されるかもしれない」
「口座の現金を引き出せば、警察官
が受け取りに行く」などというもの
です。
警察官が現金を引き出させたり、

預かることはありません。
他にも、役所や業者などを騙る不

審な電話が架かってきたら、一度電
話を切って家族や警察に相談してく
ださい。

防防犯犯ココーーナナーー
�北堺警察署生活安全課（�２５０

―１２３４）

６月は「危険物安全月間」です

皆さんの身近には、ガソリンや灯
油、マニキュア類、アルコール手指
消毒液など火が着きやすい物や爆発
したりする危険物がたくさんありま

す。これらの危険
物は、日常生活に
は欠かせないもの
ですが、取扱い方
法や保管方法を誤
れば、尊い生命や
貴重な財産を一瞬
にして奪ってしまいます。
容器などに記載された注意事項を

よく守り、危険物による事故を防ぎ
ましょう!

防防災コーナー 防災コーナー 防災コーナー 
�北消防署（�２５０―０１１９ �２５３―
２０１６）

子育て支援課です
子育て支援課では、保健師・保育

士・子育て支援コーディネーターが
子育てに関する情報提供や相談を受
付けています。気軽に相談してくだ
さい。また、親子で楽しめる催しも
随時開催しています。開催のお知ら
せは、当コーナーか区ホームペー
ジ、さかい子育て応援アプリで発信

しています。
�北区役所子育て支援課（�２５８―
６６２１ �２５８―６８８３）

司法書士による休日・夜間無料法律相談会司法書士による休日・夜間無料法律相談会司法書士による休日・夜間無料法律相談会
相続・遺言・不動産・成年後見な

どの手続きに関する相談に無料で応
じます。電話相談はできません。
６月６日、午後１～４時、６月１７

日、午後６～９時、司法書士総合相
談センター堺（堺東駅前）で。要予
約。
予約は、大阪司法書士会堺支部

（�０８０―４２３３―４０４０
�土・日曜日、祝
休日を除く�午前
１０時～午後４時）
へ。
�同会堺支部か市
民人権総務課（�２２８―７５７９ �２２８―
０３７１）

危険物の取扱
いに注意�

子育て支援課ホーム
ページQRコード

子育て応援アプリ
QRコード
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令和２年（２０２０年）６月１日２


