令和３年
（２
０
２
１年）
１月１日

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

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。

新しい生活様式で

フレ イル の進行を
予防しよう
外出せず自宅で過ごす時間が多く
なると、運動不足になったり、気分
が落ち込みがちになったりします。
年を重ねると、身体的機能や認知
機能など心身の活力が低下し「フレ
イル 」の 状 態 に 陥 り や す く な り ま
す。フレイル
とは、健康と
介護が必要と
なる状態の中
間的な段階の
ことです。
フレイルが
進むと体の回
復力や抵抗力

■今月の講座「笑いと健康」
笑いがもたらす健康効果について
学びます。
１月２６日（火）、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１月２５日ま
でに同センターへ。先着２０人。
が低下し、疲れやすくなったり疲れ
が取れにくくなったりします。ま
た、インフルエンザなどの感染症も
重症化しやすくなります。
自宅でできる足腰を鍛える運動や
体操をして、筋力の低下を予防しま
しょう。
#美原第１地域包括支援センター
か美原基
（!３６９―３０７０ !３６９―３０３８）
幹型包括支援センター（!３６１―１９５０
!３６１―１９６０）

美原区黒山 782-11 ☎362-8681 FAX 362-8676
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

がんけんしん

日時
１月１４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
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
受付・育児相談

１３：１５〜１４：００

１月８日
（金）
開催場所は美原保健センター
１４：００からの参加可

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 予約制／無料
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

１月５日
（火）
、２月２日（火）
１３：３０〜１５：００

成人の歯科相談 予約制／無料
歯科検診と相談。妊婦も可。

１月１９日
（火）
１３：３０〜１５：３０

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。

（木）
の午後
１月２１日

歯科
けんしん

１月８日
（金）
・２０日
（水）・２８日
精神保健福祉相談 予約制／無料
（木）
、２月５日
（金）
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
１４：００〜１６：００
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

感染症検査・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

１月２８日
（木）
１３：３０〜１５：００

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
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。 はばタッキー

１月１８日
（月）
・２８日
（木）、２月
３日
（水）
・８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、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）

市内の医療機関でがん検診を受けられます
胃・子宮・乳がん検診は２年に１回、肺
・大腸がん検診は１年に１回継続して受け がん検診総合相談センター
ることが大切です。実施医療機関は、がん !２３０―４６１６ !２３０―４６３６
検診総合相談センターのホームページ参 !９：００〜２０：００ １２／２９〜１／３除く"
!!www.sakai"kenshin.jp!
照。なお、美原保健センターでは次の日程 !http#
で実施します。いずれも無料。
検診

対象

日時
（会場）

市内在住で５０歳以上の偶数年齢の方。希望者
胃がん検診
１月２７日（水）の午前（美原保
は大腸がん検診も同時に受診できます。予約
（大腸がん検診）
健センター）
制。予約はがん検診総合相談センターへ。
乳がん検診

市内在住で４０〜４８歳の偶数年齢の女性。予約 ２月６日（土）の午前（美原保
制。予約は美原保健センターへ。
健センター）

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 １月２０日（水）、２月６日（土）
制。予約は美原保健センターへ。
の午後
（美原保健センター）

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

子育て支援活動ひろばとみはら
っこわくわくルームの利用・催
しは、いずれも予約制。

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。
"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
アや地域の情報交換など自由に話
せる場です。
（火）
、１０〜１１時３０分。
１月１２日
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。
"１月４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、校区を同
課へ。先着５組。
"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。
１月１５・２２日、１３時３０分〜１５
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月４日から、直接か電話、F
AX 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５組。

みはらっこ
わくわくルーム

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）
!１０〜１２時
!１３時３０分〜１５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３回まで申込可。
"１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。
!地域の孫育て
地域の子育て支援者が「祖父母
世代と共に、子育てを楽しむコ
ツ」
をテーマに話します。
（火）
、１１〜１１時４０分。
１月１９日
!親子で絵本タイム
親子で楽しめる絵
本を美原図書館の職
員が紹介します。ま
た、身近な素材を使
って簡単なミニ絵本
を作ります。
（水）
、１１〜１１時４０分。
１月２７日
"１月６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。

みはらっこわくわくルーム（美
■今こそしっかりお口のケアをしま
しょう「はじめてのお口のケア動画」
家にいる時間が長くなると、おや
つ
（ジュースを含む）
を食べ続けてし
まうことが多くなり、口の中はむし
歯ができやすい状態になります。時
間を決めて食べ、食べた後は歯磨き
をしましょう。
特に、生え始めたばかりの乳歯は
むし歯になりやすいので、しっかり
ケアしてあげましょう。

赤ちゃんのお口のケアについて仕
上げ磨きのポイントを、２次元コー
ドから動画で見
ることができま
す。

#美原保健センター（!３６２―８６８１
!３６２―８６７６）

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
■減らしおキッチンをご利用くださ
い
減らしおキッチンは、塩分控えめ
のメニューを提供するお店です。健
康な食生活を応援するため、美原区
内の３店舗で塩分濃度が１％以下の
メニューを提供します。提供期間は
３月末まで。
!喫茶おさんぽ（美原区黒山７８８―１
!３６１―０５１０）

!ミュージアムカフェ風遊（美原区
黒山２８１ !３６２―０００２）
!maple sugar（ 美原区黒山７７４
!３６１―０００６）
減らしおキッチン登録店舗や減塩
メニューについては、市ホームペー
ジ参照。広報さかい９ページに関連
記事あり。
#同センター

■美活 スタイルアップ教室
健康についての話やストレッチ、
ダンスなどをする教室です。
２月２・９・１６日、３月２日（全
４回）。１０〜１１時３０分、同センター
で。無料。３０〜５０歳代の女性が対

象。運動しやすい服装で、飲み物、
タオル、室内用靴、持っている方は
ヨガマットを持参。
" １ 月 ４ 日 か ら 電 話 か FAX で 住
所、氏名、電話番号、年齢を同セン
ターへ。先着２５人。

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

