
美原朝市美原朝市美原朝市

ド・レ・美原♬マルシェ
ミファラ

3月18日水

健診受けて心も体も健康に
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マスコットキャラクター
「はばタッキー」

認知症サポーター養成講座

出前講座
自治会に加入しましょう

みはらっこ
わくわくルーム
みはらっこ
わくわくルーム

「高齢者いい歯自慢コンテスト」
 参加者募集　

塩分チェックをしてみませんか

歩こうデーinさつき野

マタニティーフェア

美原基幹型包括支援センターと美原第
１地域包括支援センターでは、認知症に
なっても安心して暮らせるまちをめざ
し、認知症の方をサポートする人を増や
す活動「認知症サポーター養成講座」【写
真】や子ども向けの「キッズサポーター養
成講座」を開催しています。これらの講

座をより多くの方に受講していただくた
め、地域での講座の開催依頼を引き受け
ています。
条件などは美原基幹型包括支援センタ
ー（�３６１―１９５０ �３６１―１９６０）へ。

自治会とは、地域に住む人々が住みや
すく明るいまちをめざして日ごろから親
睦と交流を通じて連帯感を深め、地域に
共通するさまざまな課題を解決するた
め、自主的に活動している住民自治組織
です。
自治会では、「災害に強いまちづくり」

「安心して暮らせるまちづくり」「こども
を見守るまちづくり・青少年健全育成」
「きれいなまちづくり」「助け合いのまち
づくり」「ふれあいのあるまちづくり」「情
報を共有するまちづくり」などに取り組
んでいます。趣旨をご理解いただき、自
治会未加入の方は加入をお願いします。
�美原区役所自治推進課（�３６３―９３１２
�３６１―１８１７）

いずれも売り切れ次第終了。マイバッ
グを持参。野菜だけでなく、古墳やはに
わの形をした雑貨【写真】も販売していま
す。
�３月２１日（土）�午前１０時～正午、美原

本通り商店街内Anna（ピロシキのお店）
（美原区北余部４５―１２）で。
�３月２８日（土）�午前９時４５分～正午、
美原区役所本館１階
風の広場で。
�美原朝市運営委員
会（�０９０―２５９０―
８８６６）

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ので、お気軽に
お越しください。
新型コロナウイルス感染症対策のた
め、休室する場合もありますので、ご
利用の際は美原区役所子育て支援課
（�３６３―４１５１ �３４１―０６１１）へお問い合
わせください。

障害者作業所の皆さんが作ったパンや
ケーキ、菓子、陶芸品、雑貨などを販売
しています。
３月１８日（水）、午前１０時～午後１時、

美原区役所本館１階風の広場で。
�美原区障
害者基幹相
談支援セン
ター（�３６１
―１８８３ �
３６１―４４４４）

市と狭山美原歯科医師会では「高齢者
いい歯自慢コンテスト」を開催します。
２０本以上自分の歯を持つ８０歳以上（昭
和１５年３月３１日以前に生まれた方）の区
民の方で美原保健センターでの審査に参
加できる方が対象（今までに同コンテス
トで最優秀賞、南河内歯科医師会長賞、
大阪狭山市・堺市美原区歯科医師会長賞、
狭山美原歯科医師会長賞を受賞した方は
応募不可）。特に優秀な方を表彰【写真】
します。

�電話か FAX で住所、氏名、電話番
号、生年月日を４月１０日までに同センタ
ーへ。FAX で申込の場合は受け取りの
連絡をします。連絡がない場合は、同セ
ンターに連絡してください。

高血圧などの生活習慣病を予防するに
は減塩が効果的です。家庭で作るみそ汁
の塩分濃度の測定、減塩レシピや食品に
含まれる塩分量の紹介をします。
３月１８日（水）、午後１時３０分～３時、
同センター１階食育コーナーで。無料。
直接会場へ。塩分濃度の測定を希望する
方はみそ汁などの汁物50ml 程度を容器
に入れて持参。
また、塩分測定器【写真】の貸し出しも
し て い ま
す。貸出期
間は２週間
まで。詳し
くは同セン
ターへ。

美原区健康づくり推進委員会主催で
「歩こうデー in さつき野」【写真】を開催
します。美原区では３・８・０のつく日
を「みはら歩こうデー」と
して、歩くことを推奨し
ています。
通常は美原保健センタ
ーに集合し、健康づくり
推進委員を中心に舟渡池

公園周辺をウオーキングしていますが、
今回はさつき野地区を１時間半程度ウオ
ーキングします。
４月３日（金）、午前１０時（受付９時３０

分から）、さつき野学園小学校の運動場
に直接集合。無料。飲み物、タオルを持
参。雨天中止。駐車場に限りがあります
ので、公共交通機関をご利用ください。
詳しくは同センターへ。

家族みんなで子育てできるようにする
体験型のイベントです。妊婦体験、安産
エクササイズ、沐浴（もくよく）体験、マ
タニティークッキング、歯科検診などの
ブースがあります。
４月１５日（水）、同センターで。市内在
住の妊婦とその家族が対象。無料。
�マタニティークッキング�午前１１時～
午後１時。
�受付中。電話か FAX で住所、氏名、
マタニティークッキング希望を４月８日
までに同センターへ。先着１５人。
�歯科検診�午後１時３０分～３時３０分。
予約優先。時間指定あり。
�受付中。電話か FAX で住所、氏名、
歯科検診希望を４月１４日までに同センタ
ーへ。先着１５人。
�その他のブース�午後１時３０分～３時
３０分（受付は午後１時１５分～２時３０分）。
�同センター

がん検診総合相談センター
�２３０―４６１６ �２３０―４６３６
�９～２０時 １２／２９～１／３除く�
ホーム
ページhttp���www.sakai�kenshin.jp�

検診 対象 会場 日時

乳がん検診 市内在住で４０歳以上の偶数年齢の女性。予約
制。予約は美原保健センターへ。 美

原
保
健

セ
ン
タ
ー

３月１６日（月）の午後

子宮がん検診 市内在住で２０歳以上の偶数年齢の女性。予約
制。予約は美原保健センターへ。 ３月１８日（水）の午後

検診・相談など 日時
BCG予防接種
（５～１１カ月の子どもが対象） 個別通知／無料

３月１７日（火）
１３

�

３０～１４

�

３０

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

３月１２日（木）
１０

�

３０～１１

�

３０

ハッピーエンジェル
（１～３カ月の子どもと保護者の自由交流の場） 予約制／無料 ３月１３日（金）

開催場所は区役所別館
１４

�

００からの参加可受付・育児相談 １３

�

１５～１４

�

００

赤ちゃん体操、骨盤体操、交流会など １４

�

００～１５

�

３０

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 （随時受付中）

Part3 「新米ママ・パパも安心!自信がつく子育てレッスン」
「妊娠中の歯科検診」

３月２７日（金）
１３

�

３０～１５

�

３０

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

３月３日（火）
１３

�

３０～１５

�

００

成人の歯科相談（歯科検診と相談。妊婦も可） 予約制／無
料

３月１７日（火）
１３

�

３０～１５

�

３０

食生活相談（栄養士による相談） 予約制／無料 ３月１９日（木）
１３

�

３０～１５

�

３０

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） 予約制／無料

３月６日（金）・１８日（水）・２６日
（木）
１４

�

００～１６

�

００

Ｂ型・Ｃ型肝炎検査 無料

３月１９日（木）
１３

�

３０～１５

�

３０

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 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。）

骨粗しょう症予防検診
市内在住で１８歳以上の方が対象。予約制／６４０円
（費用が免除される場合がありますので、お問い合わせく
ださい。）

３月２４日（火）の午後

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。
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。

３月１３日（金）・１８日（水）・２３日
（月）
９

�

３０美原保健センター集合
（雨天中止）

次の健診・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

�

００～１１

�

００

市内の医療機関でがん検診を受けられます
実施医療機関は、がん検診総合相談センター
のホームページ参照。
なお、美原保健センターでは次の日程で実施
します。いずれも無料。

安産エクササイズ

歯科検診

沐浴体験

ボールクッキー

はばタッキー

歯科けんしん

令和２年（２０２０年）３月１日


