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認知症サポーター
養成講座

認知症について正しく知ろう

認知症は誰でもなる可能性がありま
す。いつ自分や家族、友人が認知症にな
るか分かりません。認知症の方やその家
族を温かく見守る応援者（認知症サポー
ター）が周りにいると、認知症になって
も住み慣れた地域で安心して暮らし続け
ることができます。
認知症サポーター養成講座では、認知
症サポーターの輪を広げるために、認知

美原老人福祉センター便り
問 合 美原区黒山782-10
☎362-3939 FAX 362-1798

利用には利用証（市内在住の６０歳以上
の方に発行）の提示が必要です。

症を正しく理解し、早期発見、予防、認
知症の方との接し方について学びます。
２月２３日（土）、午前１０時〜正午、美原
区役所で。無料。
申 込 受け付け中。直接か電話、FA
X で住所、氏名、電話番号、年齢を２
月２２日までに美原基幹型包括支援センタ
ー（!３６１―１９５０ !３６１―１９６０）へ。先着５０
人。
今月は「健康で歳を重ねるために」をテ
ーマに堺ヤクルト販売から健康予防管理
専門士を招き、講演します。
２月２６日（火）、午前１０時３０分〜正午、
同センターで。無料。
申 込 受け付け中。直接か電話で２月
２５日までに同センターへ。先着４０人。
ミ
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障害者作業所の皆さんが作ったパンや
ケーキ、菓子、レタス【写真】、陶芸品、
雑貨などを販売します。
第３水曜日、午前１０時〜午後２時、美
原区役所本館１階風の広場で。
なお、４月からは開催時間を午前１０時
〜午後１時に変更します。
問 合 美原区障害者基幹相談支援セン
ター（!３６１―１８８３ !３６１―４４４４）へ。

メタボけんしん

健診受けて心も体も健康に
検診・相談など

美 原朝 市
美原朝市
新鮮野菜などを販売します。いずれも
売り切れ次第終了。マイバッグを持参し
てください。
!２月９・２３日!午前９時４５分〜正
午、美原区役所本館１階風の広場で。
!２月２日、３月２日!午前１０時〜正
午、みはら歴史博物館（美原区黒山２８１）
ギャラリーと体験工房室で。
■美原本通り商店街つどいの広場みっぱ
ら
出張出店を行います。
２月１６日（土）、午前１０時〜正午（売り

切れ次第終了）、美原本通り商店街内 J
A 大阪南・旧北余部支店（美原区北余部
４４―１）で。雨天中止。
問 合 美原朝市運営委 員 会（ !０９０―
２５９０―８８６６）へ。

区役所での美原朝市

子育て
てに
にこにこ通信
問合

美原区役所子育て支援課 ☎363-4151 FAX 341-0611

親子で楽しめる催しを行っていま
す。いずれも子育て支援活動ひろば
（美原区役所別館１階）で。無料。時間
内出入り自由。
■赤ちゃんあつまれ"
ねんねの赤ちゃんでも安心して過ご
せます。保健師による育児相談や保護
者同士の交流、保育士のふれあい遊び
などをします。
２月１・２２日、午後１時３０分〜３時
３０分。０歳の子どもとその保護者が対
象。１歳以上の子どもの同伴はご遠慮
ください。直接会場へ。
１日は歯科衛生士が「赤ちゃんの歯
のお手入れ方法」をテーマに話しま
す。２２日は乳幼児読み聞かせサークル
・エンジェルエッグが絵本の紹介と読
み聞かせをします。
■１歳ママあつまれ"
初めての子育てで第１子が１歳の子

がんけんしん

日時
２月１９日
（火）
１
３：３０〜１４：３
０
２月１
３日（水）
１
０：３
０〜１１：３０

BCG 予防接種
（５〜１
１カ月の子どもが対象） 個別通知／無料
離乳食講習会
（５〜６カ月の子どもの保護者が対象） 予約制／無料
ハッピーエンジェル
（金）
（１〜３カ月の子どもと保護者の自由交流の場） 予約制／無料 ２月８日
区役所別館で
受付・育児相談
１３：１
５〜１４：０
０ １４：０
０からの参加も可
赤ちゃん体操、骨盤体操、交流会など １４：０
０〜１５：０
０

どもとその保護者を対象に、１歳なら
ではの子育ての話や保育士による親子
で一緒にできる遊びをします【写真】。
今月は「ほめる育児のコツ」をテーマ
に話します。
２月１５日（金）、午前１０〜１１時３０分。
申 込 直接か電話、FAX で参加者
全員の氏名、電話番号、子どもの生年
月日、校区を２月４〜１２日に美原区役
所子育て支援課へ。先着１２組。初めて
の方優先。

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）
みはらっこわくわくルーム（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。
■日曜日ファミリーひろば
パパも一緒に段ボールなど身近な物
を使って遊びましょう。赤ちゃんも遊
べます。
２月２４日（日）、午前１０時３０分〜１１時
３０分、同ルームで。無料。直接会場
へ。

マタニティ講座（妊婦とそのパートナーが対象） 予約制／無料 いずれかのみの参加も可 （随時受付中）
クッキング、ランチ会、歯科検診、ブラッシング実習

２月２２日（金）
１０：３０〜１
５：０
０

もく浴実習、先輩ママ・赤ちゃんとの交流

３月１５日（金）
１３：３０〜１
５：３
０

子どもの歯相談室（歯科検診・フッ素塗布・歯科相談）
フッ素塗布は１歳６カ月〜３歳１１カ月に１回 予約制／無料

２月５日
（火）
１３：３
０〜１５：０
０
２月１
９日
（火）
成人の歯科相談（歯科検診と相談。妊婦も可） 予約制／無料 １
歯科けんしん
３：３
０〜１５：３
０
２月２
８日
（木）
食生活相談（栄養士による相談） 予約制／無料
１
３：３０〜１
５：３０
精神保健福祉相談
２月１日
（金）
、２０日（水）、２
８日
（こころの病気・アルコール問題などで悩む方や家族の相 （木）
、３月１日
（金）
談） 予約制／無料
１
４：０
０〜１６：０
０
Ｂ型・Ｃ型肝炎検査 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）。
２月２
８日
（木）
１
３：３
０〜１
５：３
０
診断書の発行はありません。
風しん抗体検査 有料（妊娠を希望する女性やその同居者は
無料になる場合がありますので、お問い合わせください。）
３・８・０のつく日は「歩こうデー」 無料
どなたでも参加できます。
２月１
３日（水）
・１８日（月）・２
８日
約１時間、健康づくり推進委員と
（木）
、３月８日
（金）
はばタッキー
舟渡池公園などを歩きます。
下記の健診・相談も行っています。いずれも美原保健センターで。
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〜金曜日の９：０
０〜１１：０
０ 難病、失語症に関する相談
（随時／無料）

市内の医療機関でがん検診を受けられます

■バランスクッキング教室
みはらヘルスメイト（堺市健康づくり
食生活改善推進協議会美原支部）が節句
料理の教室を開催します。今回はひな寿
司、クルクルとんかつ、あえ物、すまし
汁、三色団子などを作ります。
２月１８日（月）、午前１０時〜午後１時、
同センターで。費用５００円。エプロン、
三角巾、筆記用具を持参。
申 込 受け付け中。電話か FAX で住
所、氏名、電話番号、年齢を２月１２日ま
でに同センターへ。先着２４人。
■歯っぴー栄養クラブ健康料理教室・野
菜とたんぱく質をしっかり食べる
歯っぴー栄養クラブ（市民の健康づく
りのために活動している栄養士と歯科衛
生士のボランティアグループ）主催の料
理教室です。講話と調理実習を通じて、
幅広い年代の方がおいしく食べられる調
理の工夫や口腔ケアについて学びます。

実施医療機関は、がん検診総合相談センター がん検診総合相談センター
!２
３０―４
６１
６ !２
３０―４
６３
６
のホームページでご覧になれます。
２０時 １
２!
２９〜１!
３除く"
なお、美原保健センターでは次の日程で実施 !９〜
ホーム
!
!
www.sakai"
kenshin.jp!
ページhttp#
します。いずれも無料。
対象
市内在住で５０歳以上の偶数年齢の方が対象。
胃がん検診
（大腸がん検診） 希望者は大腸がん検診も同時に受診できます。
予約制。予約はがん検診総合相談センターへ。
市内在住で４０歳以上の方が対象。
肺がん・結核検 胸部レントゲン検査のみの場合は予約不要。
診
「たん」
の検査については予約制。予約は美原保
健センターへ。
乳がん検診

市内在住で４０歳以上の偶数年齢の女性が対象。
予約制。予約は美原保健センターへ。

会場

美
原
保
健
セ
ン
タ
ー

日時
２月３日（日）の午前
（肺がん・結核検診も
同時に受診できま
す。
）
２月３日（日）の午前
２月１３日
（水）、午前
か午後の受診を選択
できます。

メニューは梅干しごはん、粉豆腐入り照
り焼きハンバーグ、大豆もやしの和え
物、季節野菜の具だくさんスープ、野菜

ジュース寒天【写真】。
３月６日（水）、午前９時３０分〜午後２
時、同センターで。料理初心者の方が対
象。エプロン、三角巾、タオル、筆記用
具を持参。費用５００円。
申 込 ２月４〜２
２日に電話か FAX で
住所、氏名、電話番号、年齢を健康医療
推進課（!２２２―９９３６ !２２８―７９４３）へ。先
着２０人。
■カミカミ・パクパク離乳食
離乳の進め方についての話と離乳食の
試食など。
３月８日（金）、午前１０時３０分〜１１時３０
分、美原保健センターで。おおむね７〜
１０カ月の子どもとその保護者が対象。無
料。
申 込 受け付け中。電話か FAX で住
所、子どもの氏名・生年月日、電話番号
を２月２８日までに同センターへ。先着１５
組。
■筋力アップグループが活動をスタート
１２月から始まった区民の皆さんで自主
的に運動するグループが、一緒に活動す
る方を募集しています。
ラジオ体操やチューブ体操、脳トレな
どを楽しく行っています。
活動日は第１・３金曜日、午前１０〜１１
時３０分、同センターリハビリ室で。室内
用の運動靴、ゴムチューブ（お持ちの
方）、飲み物、タオルを持参。
問 合 同センターへ。

