平成28年（2016年）10月1日

美原

未来・まちデザインひろば

区民の皆さんが中心になって、美原の
魅力づくりやまちづくりに関するさまざ
まな活動に取り組んでいます。一緒に活
動する方を募集しています。
10月は、11月6日のみはら区民まつり
や11月27日の美原区ハート&トークセッ
ションで行う「古代米で花束作り」
「古代

米リース作り」などの準備を行います。
10月31日（月）、午後１時30分～３時30
分、美原区役所本館５階大会議室で。無
料。直接会場へ。筆記用具を持参。
問 合 美原区役所企画総務課
（☎3639311 FAX 362-7532）へ。

小学校におけるバスの利用促進

認知症ひろば「一行詩」大募集
テーマ
「高齢者～夢～」

申 込 直接か郵送、FAXで住所、氏
来年１月20～27日、美原区役所で行う
認知症ひろばで展示する、一行詩（字数 名、電話番号、年齢、作品（１人１点。
や季語などにとらわれない自由な形式の 用紙は問いません）を11月18日（消印有
メッセージ）を募集しています。
効）までに美原基幹型包括支援センター
テーマは「高齢者～夢～」。優秀作品と （ 〒 587-8585 美 原 区 黒 山 167-１ ☎
作者名は同ひろばで発表し、受賞者には 361-1950 FAX361-1960）へ。
来年２月に賞状を渡します。

メタボ
けんしん

健診受けて心も体も健康に
無料

予防接種

事 業 予 定

ＢＣＧ予防接種
（生後5～11カ月の子どもが対象）

2 10／28

成人の歯科相談 （歯科検診と相談。妊婦も可）

10：30～15：00
3 11／18
13：30～15：30
1 １／23
13：30～15：30
10／４、11／１
13：30～15：00
10／27、11／24
13：30～15：30
10／11、11／15
13：30～15：30
10／７・19・27
11／４・16・24
14：00～16：00

無料

成人事業

精神保健福祉相談
（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）

無料

一般健康相談・HIV 検査※
※ＨＩＶ検査と梅毒・クラミジア検査をセットで受
ける場合は無料（梅毒・クラミジアの単独検査は有
料）。<診断書の発行はありません>
風しん抗体検査
（費用は免除される場合があります。
）
３・８・０のつく日は「歩こうデー」
（どなたでも参加できます）
※約1時間、健康づくり推進委員と
舟渡池公園などを歩きます。

10／18、11／15
13：30～14：30

10／11、11／15
※14：00からの参加可

食生活相談 （栄養士による相談）

Ｂ型・Ｃ型肝炎検査

がん
けんしん

10／５、11／２
10：30～11：30

無料〈要予約〉

母子事業

離乳食講習会
（生後5～6カ月の子どもの保護者が対
象。4カ月健診時にも予約可）
ハッピーエンジェル 受付・育児相談
（1～3カ月の子ど 13：15～14：00
もと保護者の自由交 赤ちゃん体操・骨盤体操・交流
流の場）
会・育児相談 14：00～15：30
マタニティ講座
1 分娩のお話、安産エクササイズ、赤ちゃんを迎え
る準備
2 クッキング、歯科検診・ブラッシング実習
3 沐浴
（もくよく）実習、赤ちゃんのお世話体験
※いずれか1回のみの参加も可
子どもの歯相談室
（歯科検診・フッ素塗布・歯科相
※フッ素塗布は1歳6カ月～3歳11カ月の間で1回
談）

10／27、11／24
13：30～15：30

10／３・18・28
11／８・18・28
9：30保健センター集
合
（雨天中止）

（下記の健診・相談も行っています）
4カ月児健診、1歳6カ月児健診、3歳児健診（個別通知／無料）
検便検査 （有料）月～金の9：00～11：00 難病、失語症に関する相談（随時／無料）
◆場所はいずれも美原保健センター
◆予約は美原保健センターまで

検診を受けましょう

※美原保健センターで予約受付中

胃がん検診
（大腸がん検診／同時実施）
会場：美原保健センター（*）
10月から実施する胃がん検診では、希望者は大腸
がん検診も受診できます。詳しくは、広報さかい１
ページをご参照ください。
予約制 ／ 500円（300円）

午前

乳がん検診
会場：美原保健センター（*）
予約制 ／ 視触診 400円 ・ マンモグラフィ 500円

午前
10／20、11／21
午後

子宮がん検診
会場：美原保健センター（*）
予約制 ／ 500円

午後 11／４

肺がん・結核検診
会場：美原保健センター
胸部レントゲンのみの場合は予約不要 ／ 無料
（午後1時30分から3時30分に直接お越しください）
たんの検査については予約制 ／ 400円
骨粗しょう症予防検診
予約制 ／ 1,120円

会場：美原保健センター

問合 上
美原区の大部分に水道水を送るための
拠点施設である菅生配水池で、平成26年 下水道局配
度から進めていた整備工事が8月末に終 水計画課
了し、運用しています【図参照】。
（ ☎ 250-91
配水池の耐震化や自家発電設備の新設 59 FAX250によって、地震などの災害時の給水能力 9195）へ。
が向上しました。

10／12・31
11／18・29

午後 10／21、12／16
午後 11／25

各検診の費用については免除される場合がありますので、お問い合わせください。

*	医療機関での検診をご希望の場合は、直接医療機関へお問い合わせ・お申し込みください。

路線バスの利用促進を目的に、将来の
担い手づくりとして「小学校バス乗車体
験」を行っています。
６月に乗車体験をしたさつき野小学校
３年生のバスの絵を展示します。

図
（赤字が今回の改修箇所）

水道の災害に強いまちづくり

一緒に活動する方募集

バス絵画展

10月７～20日（20日は午後３時まで）、
美原区役所本館１階風の広場で。無料。
直接会場へ。
問合 公共交通課
（ ☎ 228-7549 FAX
228-8468）へ。

小学校就学前の健康診断

来年、小学校に入学する子どもの健
康診断を表のとおり行います。10月下
旬までに郵送で通知しますので、指定
された日時に小学校で受診してくださ
い。通知が届かないときは、お住まい
の校区の小学校へ連絡してください。
なお、就学通知書については広報さ
かい来年１月号でお知らせします。
問合 保健給食課
（ ☎ 228-7489
FAX228-7256）へ。

小学校名

日程

八上

11月７日（月）

14：15

８日（火）

13：45

９日（水）

14：00

30日（水）

14：00

美原北

検診開始時刻

黒山
美原西
さつき野
平尾

子育て支援課（美原地域子育て支援センター）
問合

☎363-4151 FAX 341-0611

■プレママあつまれ！！
みんなでおしゃべりしながら、赤ちゃ
んの写真を飾ることができる簡単なアル
バムを作ります。お友達づくりの場所に
遊びにきてください。
10月24日（月）、午前10～11時30分、子
育て支援活動ひろば（美原区役所別館１
階）で。妊娠中の方が対象（未就学児の同
伴可）。無料。直接会場へ。
■赤ちゃんあつまれ！！
ねんねの赤ちゃんでも安心して過ごせ
る遊びの場所です。親同士の交流もでき
ます。保健師が育児相談に応じます。気
軽に遊びにきてください。
10月７・14・28日、午後１時30分～３
時30分、同ひろばで。０歳の赤ちゃんと
その保護者が対象。出入り自由。無料。
直接会場へ。
■公園ひろば
絵本の読み聞かせや手遊び、ふれあい
遊びや体操をして親子で一緒に過ごしま
せんか。子育て相談にも応じます。
いずれも午前10時30分～11時。無料。
直接会場へ。雨天中止。

美原ふるさと公園＝10月12日（水）
さつき野つばき公園＝10月25日（火）

みはらっこわくわくルーム
開設日時 月～金曜日（祝日は休館）、午
前10時～午後４時（正午～午後０時45分
を除く）
同ルーム（美原区役所別館１階）は未就
学児とその保護者が気軽に集える場所と
して、たくさんの方が利用しています。
■10月のイベント「ハロウィンの歌とト
リックオアトリート」
絵本で欧米の文化に親しみ、歌や遊び
でハロウィーンごっこをします。
10月21日（金）、午前10時30分～11時30
分、同ルームで。無料。直接会場へ。
■10月の子育て講座「子育て、ひとりで
悩まないで！～ばあばの応援メッセージ
～」
元黒山小学校校長・冨田久子さんの奮
闘記を聞きながら、一緒に子育てを考え
ましょう。
10月24日（月）、午前11～11時30分、同
ルームで。無料。直接会場へ。

10月から がん検診の制度が変更

10月から保健センターが実施する胃が
ん検診を次のとおり変更します。
対象年齢が「40歳以上」から「50歳以上
の偶数年齢」に変わります。経過措置と
して、40～49歳の方と50歳以上の奇数年
齢の方は、平成29年３月実施分まで、保
健センターで胃がん検診が受診できま
す。

また、希望者は胃がん検診受診時に大
腸がん検診も受診できます。（大腸がん
検診のみの受診は不可）。負担金は胃が
ん検診500円。大腸がん検診300円。負担
金は、免除される場合があります。詳し
くは、広報さかい１ページでご覧になれ
ます。
問 合 同センターへ。

血圧が気になる方へ「減らしおクッキング教室」
管理栄養士による減塩するための話
と、塩分控えめでもおいしい献立の調理
実習（豚肉のみぞれ煮、野菜のピリ辛マ
ヨ炒め、具だくさん豆乳スープなど）を
行います。血圧は気になるけれど、「減
塩の方法が分からない」
「減塩メニューは
味が薄くておいしくなさそう」と思って

いませんか。旬の食材を生かして、減塩
調理のこつを学びましょう。
10月25日（火）、午前10時～午後１時、
同センターで。無料。
申 込 10月４～18日に電話かFAXで
住所、氏名、電話番号、年齢を同センタ
ーへ。先着24人。

