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�えらべる�運動教室～あなたはどこ
からキレイになりますか？～
今回のテーマは「笑顔」です。表情筋エ

クササイズと基礎から学ぶラジオ体操を

行います。また、歯周病予防の講話と歯

磨き指導を行います。

７月２０日（金）、午前１０～１１時３０分、同

センターで。６４歳までの方が対象。無

料。運動しやすい服装で、タオル、飲み

物を持参。
申 込 ７月２日から電話か FAX で住

所、氏名、電話番号、年齢を書いて、同

センターへ。先着２５人。

�わくわく親子食育体験教室
親子で一緒に作る楽しさや一緒に食べ

る楽しさを体験しませんか。いずれも同

センターで。４～６歳の未就学児とその

保護者が対象。無料。エプロン、三角

巾、手拭き用タオル、筆記用具を持参。

�野菜を使っておやつを作ろう♪�８
月１３日（月）、午後１～３時３０分。講師は製

菓衛生師・四宮美幸さん。

�親子でカンタンお昼ご飯を作ろう♪
�８月１７日（金）、午前１０時～午後１時。
申 込 電話か FAX で、参加者全員の

住所、氏名、電話番号、年齢、参加希望

日（両日参加希望の方は第１希望・第２

希望）を書いて、７月２日～８月３日に

同センターへ。先着各１０組。

�小学生親子クッキング
食生活改善ボランティアグループの

「和（やわぎ）会」が開催します。

食べ物やバランスについての話や調理

実習、簡単な紙工作も行います。いずれ

も午前１０時～午後２時、同センターで。

無料。エプロン、三角巾、手拭き用タオ

ル、筆記用具を持参。

�８月３日（金）�小学１～３年生とそ
の保護者が対象

�８月９日（木）�小学４～６年生とそ
の保護者が対象
申 込 電話か FAX で参加者全員の住

所、氏名、電話番号、年齢（子どもは学

年）、希望日（両日参加は不可）を書い

て、７月２～２７日に、同センターへ。先

着各１５組。

南南区区ぱぱぱぱててららすす
パパパパとと一一緒緒ににああそそぼぼうう��
父親同士の情報交換

を目的として、年４回

実施します。未就学児

とその父親（母親も可）

が対象。

�ダンボール迷路 大作戦（予約制）
ダンボールをつないで、大きな迷路

を作って遊びましょう。

８月５日（日）、午前１０時～正午、南

区役所２階２０１・２０２会議室で。無料。
申 込 ７月１７日、午前１０時から電話

で同課へ。先着１５組。

�������������
�子育て支援コーディネーター講座

「認定こども園などの入所申請について」
認定こども園と幼稚園の違いや、入

園するにはどうしたらいいのかなど、

いろいろな疑問に答えます。

８月９日（木）、午前１０時３０分～１１時

３０分、南区役所２階２０１・２０２会議室で。

未就園児とその保護者が対象。無料。
申 込 ７月２３日、午前１０時から直接

か電話で同課へ。先着１５組。

９月３日（月）にも南区役所で同じ講

座を行います。また、みんなの子育て

ひろばでも出張講座を行います。詳し

くは、区役所などにある「みんなの子

育てひろば講座一覧表」をご覧くださ

い。
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南区役所２階南区役所子育てひろば

未就学児とその保護者、妊婦の方が

気軽に集い、遊んだり交流したりする

場です。子育てに関する相談や地域の

子育て支援の情報提供も行います。気

軽にお越しください。

月～金曜日（祝日を除く）、午前１０時

～正午、午後０時４５分～４時。

身長・体重も測定できます（身長は９０

�、体重は１０�まで）。初めて利用す
る方は登録などの手続きが必要。

�子育て講座「親子防災教室」
７月２５日（水）、午前１０時３０分から南

区役所前で消防車の見学、午前１１時ご

ろからみみちゃんルームで、子どもた

ちの日ごろの事故や災害時の対応など

を消防局職員が話します。未就学児と

その保護者が対象。無料。開始１５分前

までに同ルームで受け付けを済ませて

ください。

�あかちゃんタイム
第３火曜日に、おおむね１０カ月まで

の赤ちゃんとその保護者が集まり交流

する場です。同じような月齢の子ども

を持つ保護者同士でおしゃべりした

り、日ごろの子育ての悩みなどを話し

ませんか。７月１７日（火）、午後１時３０

分～２時。無料。開始１５分前までに直

接会場へ。

南区役所４階子育て支援課
�２９０―１７４４ �２９６―２８２２

�熱中症は予防が大切です
高齢になると、暑さやのどの渇きに対

する感覚が鈍くなります。のどの渇きを

感じなくても、こまめに水分を補給しま

しょう。

外出時は日傘や帽子を利用するほか、

室内でも見やすい場所に温湿度計を置

き、室温が上がった時には、扇風機やエ

アコンなどを上手に活用して、部屋に熱

がこもらないようにしましょう。熱中症

は室内でも多く発生しているため、注意

が必要です。

また高齢の方は自分の体の変化に気付

きにくい場合があるので、周囲の方が、

体調や室温を気に掛けることも大切で

す。気になる方がいたら秘密は必ず守り

ますので、下記連絡先にご連絡ください。

だよりだよりだより
地域包括支援センター地域包括支援センター
高齢者の総合相談窓口

問 合 南基幹型包括支援センター
（�２９０―１８６６ �２９０―１８８６）へ。
電 子
メールminami―kikangata@sakai―sy
akyo.net

南第４地域包括支援センター
�２９１―６６８１ �２９１―６６８２三原台・泉北高倉・はるみ・槇塚台

南第３地域包括支援センター
�２８９―８０８５ �２８９―８０８６

上神谷・宮山台・竹城台・竹城台東・若松台・茶
山台

南第２地域包括支援センター
�２９０―７０３０ �２９０―７６６５福泉中央・桃山台・原山ひかり・庭代台・御池台

南第１地域包括支援センター
�２９５―１５５５ �２９５―１５５６美木多（鴨谷台含む）・赤坂台・新檜尾台・城山台

相談機関お住まいの小学校区

局地的な大雨や集中豪雨は、川や下水

道が短時間で増水し、浸水や洪水を引き

起こします。避難する際には次の点に注

意が必要です。

�地下空間に注意
地下街や地下駐車場などでは外の様子

が分からず、浸水すると一気に水が流れ

込みます。また、水圧でドアが開かなく

なることもあります。

�マンホールや側溝に注意
急激な雨水の流入により、ふたが外れ

たマンホールへの転落や側溝・用水路へ

落ちて溺死する事故もあります。

�車の運転に注意
普通自動車は、約３０センチの浸水で走

行が困難になります。アンダーパスは真

っ先に浸水するので、注意が必要です。
問 合 南区役所企画総務課（�２９０―

１８００ �２９０―１８１４）へ。

大雨・集中豪雨のときの避難の心得防災コラム

さまざまな理由により、保護者と家庭

で暮らすことのできない子どもを、家庭

に迎え入れて育てる里親を募集していま

す。

１週間や１カ月程度預かる「短期養育

里親」や養子縁組を前提として育てる「養

子縁組里親」など、いろいろな里親の種

類があります。

７月２０日（金）、午後２時から里親に関

する説明会を開催します。また、詳しく知

らないが聞いてみたい、具体的に相談し

たいなど、里親に関するどのような相談

でも受け付けます。相談希望の方は、午後

１～５時に直接、南区役所１階へ。無料。
問 合 子ども家庭課（�２２８―７３３１ �

２２８―８３４１）へ。

◆いずれも南保健センターで。電話か FAXで予約後（予約制でない場合はそのまま）、直接会場へ。
◆上記以外にも次の健診・相談を行っていますので、詳しくはお問い合わせください。
※４カ月児健診・１歳６カ月児健診・３歳児健診（３歳６カ月児が対象）…個別に通知。無料。
転入転出の場合は同センターへお問い合わせください。

※血液検査…有料（一部無料の場合有り）。診断書の発行はできません。
一般健康相談時に実施。

※エイズ相談・HIV検査、HIVを含む梅毒・クラミジア尿のセット検査…無料。
一般健康相談時に実施。

※骨粗しょう症予防検診…予約制・有料（一部無料の場合有り）。１８歳以上の市民の方が対象。
※調理従事者などの検便（腸内病原菌）検査…有料。毎週月～金曜日（祝休日を除く）の午前９～１１時。
※難病に関する相談…無料。

１３：３０～１６：００９月１２日（水）

■妊婦教室�予約制・無料�３回シリーズ
妊娠５～６カ月の方が対象 １０：００～１５：００８月２１日（火）

１３：３０～１６：００８月７日（火）

１３：３０～１５：３０１８日（水）■赤ちゃんといっしょ�予約制・無料�
生後４カ月未満の子どもとお母さんが対象

１３：００～１５：００１１日（水）、２５日（水）■BCG予防接種�個別通知・無料�
１歳未満の子どもが対象 生後５カ月児に個別通知

１３：３０～１５：００２５日（水）
■子どもの歯相談室�予約制・無料� ９：３０～１１：００１１日（水）

１３：３０～１５：３０２日（月）、２３日（月）
８月６日（月）■成人の歯科相談�予約制・無料�

１４：００～１６：００２４日（火）、２７日（金）
■精神保健福祉相談�予約制・無料� １４：３０～１６：３０１０日（火）

９：００～１１：００１８日（水）
■食生活相談�予約制・無料�
■一般健康相談�無料�

１０：３０～１１：３０４日（水）、８月１日（水）■離乳食講習会（５～６カ月頃）�予約制・無料�
日 時教室・相談など

７月の教室・相談などの日程（８・９月分の一部を含む）

４０歳以上の方が対象。無料。直接会場へ。
検診は胸部エックス線直接撮影で、原則として上半身脱衣で

行います。
また、次のいずれかに該当する希望者には、たん検査も併せ

て行いますので、検診日の１０日前までに、電話か FAX で住
所、氏名、電話番号、生年月日、希望日を書いてがん検診総合
相談センター（�２３０―４６１６ �２３０―４６３６�受け付けは午前９時～
午後８時（１２月２９日～１月３日を除く）�）へ。無料。
（たん検査対象者）
⇒喫煙指数（１日の喫煙本数×喫煙年数）が４００以上の方
⇒６カ月以内に血の混じったたんの出た方
なお、同検診は医療機関でも受診できます。

受付時間 ９：００～１１：００
※車でのご来場はご遠慮ください。

槇塚台小学校
（槇塚台３丁３９―１）２２日（水）

８月

赤坂台小学校
（赤坂台２丁２―１）７日（火）

実施場所日 程

肺がん・結核検診日程

５０歳以上の偶数年齢の方が対象。予約制。大腸
がん検診のみの受診はできません。
胃がん検診：バリウム液（造影剤）を飲んで、エ

ックス線間接撮影（８枚）を行います。無料。
大腸がん検診：事前に送付する容器に２日分の

便を採取し、検診会場にお持ちください。便潜血
の検査を行います。無料。
なお、同検診は医療機関でも受診できます。ま

た、奇数年齢でも受診可能な場合があります。詳
しくはがん検診総合相談センター（�２３０―４６１６
�２３０―４６３６�受け付けは午前９時～午後８時（１２月
２９日～１月３日を除く）�）へ。
申 込 ７月２日から電話か FAXで住所、氏名、
電話番号、生年月日、希望日、大腸がん検診受診
希望の有無を書いて同相談センターへ。

受付時間 ９：００～１１：３０
ただし、詳しい受付時間は、予約受付
後に送付する検診通知で確認してくだ
さい。

４０人南保健センター２８日（火）

８月
４０人

槇塚台小学校
（槇塚台３丁３９―１）
※車でのご来場はご遠
慮ください。

１日（水）

定員
（先着）実施場所日 程

胃がん検診・大腸がん検診日程

昨年度の料理

①地下空間 ②マンホールや側溝 ③車の運転

あかない
×

面接の場面で、意外と見られている立

ち居振る舞いや身だしなみの基本的マナ

ーを知り、印象アップをめざします。

７月２０日（金）、午前１０時～正午、南区

役所で。就職や転職を希望する１５～３９歳

の方と女性が対象。無料。未就学児の託

児あり。
申 込 直接か電話で、７

月１９日（託児は１８日）までに

さかい JOB ステーション

（�０１２０―２４５１０８ �２３８―４６０５）か南サテ
ライト（�２９５―８０８０）へ。先着２０人。

JOBステーション南サテライト
就職力アップセミナー ⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆「面接の印象アップ！」

～今さら聞けない基本マナーを知ろう～

里親説明会・相談会里親説明会・相談会里親説明会・相談会

平成３０年（２０１８年）７月１日 次のページから広報さかいです 南区広報 


