
3 次のページから広報さかいです

■還付金詐欺に注意！
昨年、北区での還付金等詐欺被害が
急増しました。犯人グループは、言葉
巧みに金融機関やコンビニの無人
ATMに高齢の方を誘導し、犯人の口

座にお金を振り込ませようとします。
お金、ATMなどのキーワードを聞い
たときは、一度詐欺ではないか疑って
ください。怪しい電話があった場合、
すぐに警察に連絡してください。

防犯コーナー 　 北堺警察署
（☎250-1234　FAX257-5983）
問

■2月健康教養講座
　　　 介護保険制度
介護保険料・介護認定・介護保険サー
ビスなどについて詳しく紹介します。
　　 2月8日(火)13時30分～14時
30分　

　　 同センター
　　 市内在住の60歳以上の方
　 無料
　　 2月2日から直接
か電話で同センターへ　
　　 25人

テーマ

日時

場所
対象
¥
申込

先着

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、現在、北保健センターでは、各種事業を延期または中止しております。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、北保健センター 　  をご覧ください。

事業名 日程 時間 対象・内容
マタニティクラス　 

<予約制>　２回１セット 日程、実施内容などの詳細は、お問い合わせください。

やんぐ★るーきーず 2月22日 13:30～15:30 22歳以下で妊娠・出産した保護者とその子どもが対象
保育士による遊び、助産師や保健師への相談ができます。

BCG予防接種 
<予約制>

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、お問い合わせください。

離乳食講習会 
<予約制> 2月22日

① 9:30～
②10:30～
③11:30～

５、６カ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

カミカミパクパク離乳食
<予約制> 2月17日 10:30～

９～11カ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
→市電子申請システムのQRコードは下部へ

子どもの歯相談室 
<予約制>

2月1・15日
3月1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カ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
→市電子申請システムのQRコードは下部へ

成人の歯科相談 
<予約制>

2月1・15日
3月1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
→市電子申請システムのQRコードは下部へ

感染症検査·相談 2月8日 9:30～11:00

・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
・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・食生活
相談　<予約制> 2月8日 9:15～11:00 保健師と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 9:30～

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
※すでに骨粗しょう症で治療されている方は受診できません。

胃がん検診·大腸がん検診
（集団検診）　<予約制> 3月2日 9:00～11:00

50歳以上の偶数年齢の市民の方が対象（定員あり）
　　 2月2日実施分は1月9日までに、3月2日実施分は2月6日までにが
ん検診総合相談センターへ（☎230-4616）

精神保健福祉相談 
<予約制>

2月3・10・14・24日、
3月3・10日 14:00～16:00 こころの病気・アルコール問題などで悩む方や家族の相談

○�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カ月児健診、１歳６カ月児健診、３歳児健診（３歳６カ月児が対象）…個別に通知します。
　・育児相談　　・難病相談　　・検便（腸内病原菌）検査は令和３年３月末で終了しました。

HP

申込

北図書館 ☎258-6850　℻258-6851

北保健センター ☎258-6600　℻258-6614

子育て支援課 ☎258-6621
℻258-6883

ホームページ

金岡公園体育館の催し
北区長曽根町1179-18

☎254-6601
℻251-0509

休館日＝11月1・8・15・22・29日

ホームページ

■スケートボードスクール
プロテクター・ヘルメット・ボードは全てレンタルできます。また、初めての方は前
日までの申し込みで無料体験が受けられます。詳しくは同館へ。
　　 同館　　 1,540円　　　 直接か電話で同館へ　　　 各5人場所 ¥ 申込 先着

日程 時間 対象

2月2・9・16・23日
17:00～17:45

5歳～小学6年生18:00～18:45

2月3・10・17・24日 17:00～17:45

■スポーツ教室無料体験会
　　 いずれも同館　　 いずれも無料
　　 いずれも2月4日11時から直接か電話で同館へ　　　 各5人
場所 ¥
申込 先着

☎246-5051
〈水曜日休館〉

のびやか健康館の催し
北区金岡町2760-1 ホームページ

北保健センター
ホームページ

☎258-6600　FAX258-6614

☎255-6380
FAX252-2436

北老人福祉センターの催し
北区常磐町1丁25-1

教室名 内容 日時 対象 持ち物

キッズ
サッカー
スクール

子どものサッカーレッスン
を、室内ピッチで行います

2月8・10日
15:55～16:55

年中～
小学1年生

動きやすい服装
タオル
飲み物
マスク
屋内用シューズ

2月8・10日
16:55～17:55

小学2・3年生
小学4～6年生

脳活性化
プログラム·
iトレ教室

認知機能維持・向上のた
めの画期的なプログラム
を体験できます

2月18・25日
11:30～12:30

カミカミパクパク 
離乳食

子どもの歯 
相談室

成人の 
歯科相談

犯罪や非行のない明るい社会をめざす「社会を明るくする運動」への理解を
深めるため、小・中学生を対象に作文コンテストを行い、北区から次の3人が
受賞しました。受賞者の作品は、市 　  でご覧になれます。HP

　 「社会を明るくする運動」堺市推進委員会（堺市社会福祉協議会総務課
内 ☎232-5420　FAX221-7409）か地域共生推進課（☎228-0375　FAX228-
7853）

問

「社会を明るくする運動」作文コンテスト北区受賞者

▷松谷　郁花さん（百舌鳥小6年） 「人を大切にし、平等な社会へ」 教育長賞
▷伊東　桃夏さん（金岡小6年） 「偏見や差別のない社会」 BBS会会長賞
▷髙瀬　健太さん（金岡北中3年） 「つながりの力」 BBS会会長賞

「有料」と書いていない事業は全て無料です。

22歳以下で妊娠・出産された保護者とその
子どもで集まり、子育てについて話したり、友
だちを作ったりしませんか。今回は、『救急の
お話～こどものいざ！に備えよう～』を行い
ます。初めて参加する方は同センターへお問
い合わせください。中止の場合は市 　  でお
知らせします。
　　 2月22日（火）13時30分～15時30分
　　 同センター
　　 22歳以下の妊婦、22歳以下で妊娠・出
産した保護者とその子ども

HP

日時
場所
対象

やんぐ★るーきーずやんぐ★るーきーず

野菜たっぷり！野菜たっぷり！

簡単バランス弁当講座 簡単バランス弁当講座 
お弁当づくりをテーマに調理実演を行いま
す。講師による簡単な野菜レシピの紹介な
ど、栄養バランスのよいお弁当づくりについ
て学びませんか。
調理実習や試食はありません。
　　 2月25日(金)
10～11時30分
　　 同センター
　　 お弁当づくりをしている方
　　　 筆記用具
　　 2月2日から電話かFAXで住所、氏名、電
話番号、年齢、講座名を同センターへ
　　 12人

日時

場所
対象
持ち物
申込

先着

2月5日(土)に開催を予定しており
ました「北区健康のつどい」は、新型
コロナウイルスの感染拡大防止と
参加者の健康・安全面を最優先に
考慮した結果、開催を中止すること

としました。楽しみにされていた皆
様には残念ですが、ご理解ください
ますようお願いいたします。
　 北保健センター

（☎258-6600　FAX258-6614）
問

北区健康のつどい　中止のお知らせ

令和4年（2022年）2月1日


