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包括支援センターでは、保健師や社会
福祉士、主任ケアマネジャーなどのスタ

ッフが連携してそれぞれの専門性を生か
しながら、高齢の方が必要なサービスを
受けることができるよう総合的に支援し
ています。気軽にご相談ください。
�美原第１地域包括支援センター（�３６９
―３０７０ �３６９―３０３８）か美原基幹型包括支
援センター（�３６１―１９５０ �３６１―１９６０）利用には利用証の提示が必要です。利

用証は市内在住の６０歳以上の方に発行し

ています。
今月は「スマートエイジング」をテーマ

に講座を行います。講師は、ECC の職
員。
４月２８日（火）、午前１０時３０分～正午、
美原老人福祉センターで。無料。
�受付中。直接か電話で４月２７日までに
同センターへ。先着２４人。

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。時間内出入
り自由。直接会場へ。無料。
■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、保育士によるふれあい
遊びなどをします。
４月２４日（金）、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。
■１歳ママあつまれ‼
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。今回は、保健師が「１歳の事故
予防」、子育て支援コーディネーター
が「子育てを応援する制度」について話
します。
４月１７日（金）、午前１０～１１時３０分。

１歳の子どもとその保護者が対象。２
歳以上の子どもの同伴はご遠慮くださ
い。今回は予約は不要です。

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。
■子どもへのかかわり方
赤ちゃんとのふれあい
遊びを通じ、助産師が赤
ちゃんに必要な関わり方
について話します。
４月２３日（木）、午前１０
時４５分～１１時４５分、同ルームで。未就
学児とその保護者が対象。無料。直接
会場へ。

新型コロナウイルス感染症の拡大
防止のため、催しなどが中止となる
場合があります。市ホームページ
や、さかい子育て応援アプリ参照。

いずれも売り切れ次第終了。マイバッ
グを持参。
�４月４日（土）�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。

�４月１１・２５日�午前９時４５分～正午、
美原区役所本館１階風の広場で。
�４月１８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。
�美原朝市運営委員会（�０９０―２５９０―
８８６６）

障害者作業所の皆さんが作ったパンや
ケーキ、菓子、野菜【写真】、陶芸品、雑
貨などを販売します。
４月１５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）

「カノン」は美原保健センターと協働し
て、自身の健康づくりを地域の健康づく
りにつなぐ活動を行う自主グループで
す。
リーダーと一般のメンバーを次のとお
り募集します。
活動日は�第１・３木曜日か�第２・

４木曜日、午前１０～１１時３０分、同センタ

ーで。無料。
�リーダー�チューブ体操をはじめとす
る地区の自主活動グループで、リーダー
として活動中か活動予定の方などが対
象。
�一般�体を動かすことが好きな方、何
か始めたい方などが対象。参加期間は１
年間。
�４月２日から電話か FAX で住所、氏
名、電話番号、年齢、希望する活動日
（�か�）を同センターへ。先着各１０人。

「歯と口の健康週間」の
一環として「全大阪よい
歯のコンクール美原地区
審査」を開催します。
昨年４月１日～今年３
月４日に同センターで３歳児健康診査を
受け、むし歯のなかった子どもとその親
が対象。
５月１４日に同センターでむし歯の有

無、歯並び、歯のかみ合わせ、歯磨きの
状況などを審査し、最優良親子と優良親
子を選出します。選出された方は６月に
行われる大阪府の中央審査会に参加して
いただきます。

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。
８０歳以上（昭和１５年
３月３１日以前に生まれ
た方）で自分の歯を２０本以上持つ方が対
象。応募者を５月１４日に同センターで審
査し、特に優秀な方を表彰します。な
お、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
医師会長賞で表彰された方は応募できま
せん。

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�

�いずれも電話か FAX で住所、氏名、電話番号、生年月日（全大阪よい歯のコンク
ールは親子どちらも）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。
「全大阪よい歯のコンクール美原地区審査」「高齢者いい歯自慢コンテスト」の表彰式
は審査当日に合同で行います。

歩こうデー in さつき野中止のお知らせ

４月３日（金）に予定していた「さつき野歩こうデー」は、新型コロナウイルス感
染症の拡大防止のため中止します。不明な点がありましたら、同センターへお問
い合わせください。

検診 対象 会場 日時

胃がん検診
（大腸がん検診）

市内在住で５０歳以上の偶数年齢の方。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。

美
原
保
健
セ
ン
タ
ー

５月１日（金）・２５日（月）
の午前
（申し込みは、４月７日
から受付開始します。）

肺がん・結核検診

市内在住で４０歳以上の方。
胸部レントゲン検査のみの場合は予約不
要。
「たん」の検査は予約制。
予約は美原保健センターへ。

５月２５日（月）の午前

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。

５月２９日（金）の午前か午
後の受診を選択できま
す。
（申し込みは、４月７日
から受付開始します。）

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。

５月２０日（水）の午後
（申し込みは、４月７日
から受付開始します。）

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

４月２１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

４月１６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 ４月１０日（金）、５月８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
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

４月７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

４月２１日（火）
１３：３０～１５：３０

食生活相談／生活習慣病予防相談（医師、保健師、栄養士
による相談） 予約制／無料

４月２３日（木）
１３：３０～１５：００

HIV 検査・相談 無料
HIV、梅毒、クラミジアのセット検査です。
肝炎ウイルス検査 無料 市内在住で２０歳以上の過去に肝
炎ウイルス検査を受診したことがない方が対象
風しん抗体検査 無料 市内在住で２０歳以上の妊娠を希望
する女性とそのパートナーや同居者が対象
HTLV-１検査 有料
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／有料
（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。）

５月２１日（木）の午後

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

４月３日（金）・１５日（水）・２３日
（木）
１４：００～１６：００

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。

４月１３日（月）・２０（月）、５月８日
（金）
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 難病に関する相談（随時／無料）

市内の医療機関でがん検診を受けられます
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。

はばタッキー

歯科けんしん

令和２年（２０２０年）４月１日


