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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。
今月の講座は「知っておきたい！

高齢者の総合相談窓口

包括支援センターを
知っていますか
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
どの専門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

キャッシュレス」をテーマに講演を
します。講師は、近畿財務局の職
員。
４月２７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４月２６日ま
でに同センターへ。先着２０人。

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）

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

美原区黒山 782-11 ☎362-8681 FAX 362-8676

健診受けて心も体も健康に

メタボけんしん

検診・相談など

がんけんしん

日時
４月１５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

４月９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

４月６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。

４月２０日（火）
９：３０〜１１：３０

歯科
けんしん

４月２日（金）・２１日（水）
・２２日
精神保健福祉相談 予約制／無料
（木）、５月７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。

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。
なお、子育て支援活動ひろばの催しは、オンライン開催に変更する
ことがあります。

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
【写真】などをし
ます。
（金）
１０〜１１時３０分か１３
４月２３日
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。

"４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、希
望時間を同課へ。先着各５組。
"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。
（金）
１０〜１１時３０分。１
４月１６日
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。
"４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、校区を同
課へ。先着５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（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）
!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。
"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５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。
"４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。各催
しごとに予約が必要です。
!ママのすまいる 情報
子育て支援コーディネーターや
保育士が子育てを応援する制度に
ついて話します【写真】。
１０時３０分〜１１時３０
４月２０日（火）
分。

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

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。

４月２日（金）は「歩こうデー in
さつき野」
１０：００さつき野学園（小学校）の
運動場集合
４月８日（木）・２０日（火）
９：３０美原保健センター集合

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。
雨天中止。
はばタッキー

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）
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
令和３年度のがん検診の申込受付は、４
がん検診総合相談センター
月５日から。実施医療機関は、がん検診総
１６ !２３０―４６
３６
!２
３０―４６
合相談センターのホームページ参照。な （９：０
０〜２
０：
００ １２／２９〜１／３除く）
お、美原保健センターでは次の日程で実施 !http#
!!www.sakai"kenshin.jp!
します。いずれも無料。
検診

対象

会場

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
胃がん検診
（大腸がん検診） す。予約制。予約はがん検診総合相談セ
ンターへ。
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。

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。マンモグラフィ検査のみ。予約
は美原保健センターへ。

■マタニティフェア
家族みんなで子育てができるよう
妊婦やその家族で参加できるイベン
トです。
内容

!わくわくおたのしみシアター♪
子育てに関するボランティア団
体のジャンジャンシアターちゃん
こ隊の手遊びや紙芝居を見て楽し
みましょう。
１１〜１１時４０分。
４月２２日（木）
!ごねる いやいや どうして
る？
１・２歳児の思いを受け止める
ためにはどう関わるべきか考えま
す。
１１〜１１時４０分。
４月２６日（月）
"４月５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、時間を同課へ。先着各
５組。

４月２２日（木）
９：３０〜１１：００

時間

・沐浴（もくよく）など育児体
験
・妊婦体験
１３：００〜
・こども園や産後うつなどの
１５：３０
情報コーナー
（受付：
・助産師の安産エクササイズ
１３：００〜
と健康ミニ講座（二部制）
１４：３０）
・１３：３０〜１４：１５
・１４：４５〜１５：３０
・歯科検診

４月１９日
（月）
、美原保健センター
で。市内在住の妊婦とその家族が対
象。母子健康手帳を持参。安産エク
ササイズを希望の方は、動きやすい

美
原
保
健
セ
ン
タ
ー

日時
５月６日（木）の午前

４月２６日（月）
１３時１５分〜
１５時
４月２８日（水）、５月９日
（日）の午前か午後を選択
できます。

服装で。
"受付中。電話か FAX、美原区ホ
ームページ美原保健センターお問い
合わせフォーム（２次元コード）で住
所、氏名、電話番号、年
齢、出産予定日を４月１２
日までに同センターへ。
先着２０組。

沐浴（もくよく）体験

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
■結成１０年以上のチューブ体操グル
ープを表彰
３月１２日に１０年以上継続して活動
しているチューブ体操グループ「す
みれ（北余部東）」「真福寺ニュータ
ウン 」を 、 美 原 区 長 が 表 彰 し ま し
た。また、同グループの会員の増加
や活動の維持につながるようチュー
ブを贈呈しました。
チューブ体操は、ゴムチューブの
負荷を利用して筋力を付ける運動で

す。自分
の筋力や
体調に合
わせ、チ
ューブの
強さや長
さを調節することができます。同グ
ループは、地域の健康づくりや介護
予防のために、身近な場所で定期的
に活動しています。
#同センター

