
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。
今月の講座は「腸内環境と血流～

ウイルスに打ち勝つ免疫～」をテー
マに、ウイルスの感染を予防する体
内の環境づくりについて講演をしま
す。講師は、すごうの郷の職員。
９月２９日（火）、午前１０時３０分～１１
時３０分、美原老人福祉センターで。
無料。
�受付中。直接か電話で９月２８日ま
でに同センターへ。先着２０人。

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

認知症の方を介護している家族や
当事者の方を対象に交流会とミニ講
座を開催します。
ミニ講座のテーマは「お金と介護

にまつわる話」です。当事者・介護
者同士だから分かる思いを一緒に語

り合いましょう。
９月２５日（金）、午前１０～１１時、美
原区役所で。無料。
�受付中。直接か電話、FAX で住
所、氏名、電話番号、年齢を９月１８
日までに美原基幹型包括支援センタ
ー（�３６１―１９５０ �３６１―１９６０）へ。先
着１０人。
広報さかい１４ページに関連記事あ

り。

問美原区役所子育て支援課  ☎363-4151  FAX 341-0611
子育てにこにこ通信子育てにこにこ通信子育てにこにこ通信

■パネル展示
美原区内の子育て支援団体の活

動紹介パネル【写真】を展示しま
す。
９月８～１５日、美原区役所本館

１階風の広場で。

子育て支援活動ひろばとみはら
っこわくわくルームの催し・利
用は、新型コロナウイルス感染
症の拡大防止のため、いずれも
予約制。

子育て支援活動ひろば子育て支援活動ひろば
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。
�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ていま
す。
９月４・２５日、１０月２・２３日、
午後１時３０分～３時。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歳の会 honey（はにぃ）～マ
マのおしゃべり会～
１歳の子どもを育てている保護

者同士で育児のアイデアや情報交
換など自由に話せる場です。
９月８日（火）、午前１０～１１時３０

分。１歳の子どもとその保護者が
対象。小学生以上の子どもの同伴
はご遠慮ください。
�９月分の予約は９月２日から、
１０月分の予約は９月２８日から、直
接か電話、FAX で利用者全員の
氏名、電話番号、子どもの生年月
日、校区、利用希望日を美原区役

所子育て支援課へ。先着�各５
組、�４組。

みはらっこわくわくルームみはらっこわくわくルーム
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。
�利用の案内
開設日時 月～金曜日（祝日は休
館）
�午前１０時～正午
�午後１時３０分～３時３０分
未就学児とその保護者が対象。

無料。入室前に手指の消毒、検
温、健康チェックの協力をお願い
します。
�利用希望日の前週月曜日から直
接か電話、FAX で利用者全員の
氏名、電話番号、子どもの生年月
日、校区、利用希望日、時間を同
課へ。先着各４組。当日の予約利
用は、同課窓口か電話で受付。１
組につき週２回まで申込可。
�９月の催し
いずれも同ルームで。未就学児

とその保護者が対象。無料。
�わらべうたとふれあいあそび
心地よいリズムでゆったりと童

歌や手遊びを楽しみましょう。
９月２５日（金）、午前１１～１１時４０

分。
�子どもへのかかわり再発見!
自分の子どもと離れて保護者同

士で話したり、他の子どもと遊ん
だりします。いつもとは違う子ど
もの姿が見られるかもしれませ
ん。
９月２９日（火）、午前１０時１５分～

１１時４５分。
�９月２日から直接か電話、FA
X で利用者全員の氏名、電話番
号、子どもの生年月日、校区、利
用希望日を同課へ。先着各４組。

FAX で申込の場合、同課から
の折り返しの電話で確認が取れ
た時点で予約確定とします。

新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、事業を中止・延期する場合がありま
す。予約不要の事業については、事前に
同センターへお問い合わせください。

美原区黒山 782-11  ☎362-8681  FAX 362-8676

がんけんしんメタボけんしん

９月１６日（水）の午後、美原保健センタ
ーで。３歳児健診と同日実施です。

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。

子宮がん検診

９月２８日（月）、美原保健センターで。
午前か午後を選択できます。

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。

乳がん検診

９月２３日（水）の午前、美原保健センタ
ーで

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。

肺がん・結核検診

１０月９日（金）の午前、美原保健センタ
ーで

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。

胃がん検診
（大腸がん検診）

９月８日（火）の午前、美原体育館で

日程・会場対象検診

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、BCG予防接種（対象の方に個別通知。人数
を制限しているので個別通知以外の方は、来所を控えてください。／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）

９月８日（火）・１８日（金）・２８日
（月）
９：３０美原保健センター集合
（雨天中止）

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。

９月２４日（木）
１３：３０～１５：００

HTLV―１検査 有料

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

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

感染症検査・相談 無料
HIV、梅毒、クラミジアのセット検査

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

９月４日（金）・１６日（水）・２４日
（木）、１０月２日（金）
１４：００～１６：００

精神保健福祉相談 予約制／無料
（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）

９月１７日（木）の午後
骨粗しょう症予防検診 予約制／６４０円
市内在住で１８歳以上の方が対象
（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。）

９月１５日（火）
１３：３０～１５：３０

成人の歯科相談（歯科検診と相談。妊婦も可） 予約制／無
料

９月１日（火）、１０月６日（火）
１３：３０～１５：００

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

９月１１日（金）・１０月９日（金）
開催場所は区役所別館
１４：００からの参加可

１４：００～１５：３０赤ちゃん体操、骨盤体操、交流会など
１３：１５～１４：００受付・育児相談

ハッピーエンジェル 予約制／無料
１～３カ月の子どもと保護者の自由交流の場

９月１０日（木）
１０：３０～１１：１０

離乳食講習会 予約制／無料
５～６カ月の子どもの保護者が対象

日時検診・相談など

はばタッキー

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。

市内の医療機関でがん検診を受けられます
がん検診総合相談センター
�２３０―４６１６ �２３０―４６３６
�９：００～２０：００ １２／２９～１／３除く�
�http���www.sakai�kenshin.jp�

歯科
けんしん

■知って防ごう！糖尿病教室
生活習慣病の１つである糖尿病に

ついて医師や保健師、歯科衛生士な
どの講義や実技を通じて、自身の生
活習慣を見直し糖尿病の予防方法を
見つける教室です。
９月２９日、１０月６・１３・２０日、午

後１時３０分～３時、美原保健センタ
ーで。無料。糖尿病治療（薬物・運
動・食事療法）をしておらず、原則
全日程に参加できる７０歳未満の方が
対象。７０歳以上で参加を希望する方
は、同センターへお問い合わせくだ
さい。
�電話か FAX で住所、氏名、電話
番号、年齢を９月２～２５日に同セン
ターへ。先着２０人。
■いきいきかみかみ百歳体操体験講
座
負荷を調節できるおもりを手首や

足首につけて筋力をつける体操をし
ます。また、口の体操もします。
１０月２・９・１６・２３日、午後１時

３０分～２時３０分か午後３～４時、同
センターで。おおむね６５歳以上の方

が対象。無料。
�電話か FAX で住所、氏名、電話
番号、年齢、希望する時間帯を９月
２～１７日に同センターへ。先着各１５
人。
■大人のためのお口の健康講座～
８０２０健口講座～
口の健康は全身の健康につながり

ます。いつまでも楽しくおしゃべり
をし、おいしく食事をするために、
歯や口のことを学ぶ講座です。
歯周病の予防についての講義や歯

科検診、参加者に合った口のケア方
法や、食べ物の飲み込みに大切な口
の周りの筋力アップなどについて３
日間で学ぶ講座です。修了後は、歯
や口の健康の大切さを地域の方に伝
える美原８０２０メイトとして学習会や
活動に参加できます。
１０月８・１５・２２日、午後１時３０分
～３時、同センターで。無料。筆記
用具を持参。
�受付中。電話か FAX で住所、氏
名、電話番号、年齢を１０月６日まで
に同センターへ。先着１０人。

認知症家族
交流会

認知症家族
交流会

令和２年（２０２０年）９月１日


