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レストラン内装

�かぞくの食育クッキング～お家で手
作りふんわりパンケーキ～
製菓衛生士・四宮美幸さんから、ふん

わりパンケーキとお手軽ランチメニュー

を学びます。

１０月３１日（水）、午前１０時～午後１時、

同センターで。２歳以上の未就学児の保

護者が対象。託児あり（２歳以上の未就

学児が対象。要予約。先着１０人）。無

料。エプロン、三角巾、手拭き用タオ

ル、筆記用具を持参。
申 込 電話か FAX で住所、氏名、電

話番号、年齢、子どもの年齢、託児の有

無を書いて、１０月２～２３日に同センター

へ。先着２０人。

�歯つらつアップ講座～８０２０健口講座～
歯や口を健康にし、生き生き元気な生

活をめざす３日間の講座です。いずれも

同センターで。全日出席できる方が対

象。無料。筆記用具、歯ブラシを持参。

�歯科医師・歯科衛生士の講話・実習
�１１月１５日（木）、午後１時３０分～３時３０分
�歯科検診と歯みがき実習�１１月２０日

（火）、午後１時３０分～３時３０分

�言語聴覚士の講話�１１月２６日（月）、
午後１時３０分～３時３０分。

なお、教室を修了した方は、「南８０２０

メイト会」に加入できます。
申 込１０月２日から電話か FAX で住

所、氏名、電話番号を書いて、同センタ

ーへ。先着２０人。

�南区自主活動グループ
「すこやかウォーク水曜会」
５６人の会員が毎週水曜日

に約２時間歩いています。９～５月は午

前９時３０分、６～７月は午前９時にいず

みがおか広場（泉ケ丘駅前）に集合。８月

は休み。会費年３００円。希望者は傷害保

険に加入可。直接集合場所へ。
問 合 同センターへ。

�邪馬台国連合から初期ヤマト王権へ
ー巨大王墓出現の背景ー
１０月１６日（火）、午後１時３０分開演、栂

文化会館（栂・美木多駅前）ホールで。無

料。講師は大阪府立近つ飛鳥博物館名誉

館長・白石太一郎さん。
申 込 受け付け中。はがきか FAX

で、住所、氏名、電話番号を書いて、い

づみ健老大学（〒５９０―０１１５ 南区茶山台

１丁２―１泉ケ丘センタービル４階 �
２９９―１４５４ �２９９―１４５４）へ。

平成３０年度「小学生防火絵画展」の受賞

作品を次のとおり展示します。９月２９日

～１０月５日、ビッグ・アイ（泉ケ丘駅前）

で。１１月５～９日、南区役所１階で。小

学生の防火への思いがいっぱい詰まった

力作をご覧くだ

さい。
問 合 南消防

署（�２９９―０１１９
�２９８―０１１９）

へ。

小学生防火絵画の展示
南消防署

�育休パパあつまれ～�
育休中の方やこれから育休を取ろう

と思っている方、既に育休を取った方

など、パパ同士交流しませんか。１０月

２０日（土）、午前１０～１１時３０分、南区役

所２階２０４会議室で。未就学児とその

父親が対象。無料。
申 込１０月１日、午前１０時から、直

接か電話で同課へ。先着１５組。

�桃山学院教育大学・プール学院短期
大学共催「みなみファミリーイベント」
いずれも両大学（南区槇塚台４丁５―

１）大学祭会場内サブアリーナ（子ども

広場）で。無料。直接会場へ。会場へ

は公共交通機関をご利用ください。

�コーナー遊び�魚つりや新聞プー
ル、森の図書館による絵本の読み聞か

せをします。１０月２７・２８日、午前１０時

３０分～午後３時３０分。

�忍者ふれあいあそび�親子のふれ
あい遊びをします。０～１歳児とその

保護者が対象。講師は幼稚園教諭・櫻

井花世さん。１０月２７日（土）、午前１１～

１１時２０分、午後１時３０～５０分、午後２

時３０～５０分。先着各１０組。

�忍者体操と広場からの挑戦状�音
楽に合わせて忍者体操をした後、ゲーム

で遊びます。すべてクリアすると景品が

もらえます。２歳以上の子どもが対象。

１０月２７日（土）、午前１１時３０分から、午

後２時から、午後３時から。

�忍者あそび＆ゲーム�大学生と一
緒におどったり遊んだりします。１０月

２８日（日）、午前１１時から、午後１時３０

分から、午後２時３０分から。２歳くら

いの子どもが対象。
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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。い

ずれも無料。１５分前までに直接会場

へ。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。

�あかちゃんタイム
第２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

の悩みなどを話した

りしませんか。１０月

１６日（火）、午後１時

３０分～２時。

�子育て講座「大切なあなたに伝え
たい乳がんの話」
ピンクケアブレスト代表・大石千加

子さんが乳がんの経験をとおして、乳

がん検診の大切さ、自己検診の方法を

話します。１０月２４日（水）、午前１１時～

正午。妊婦・就学前の子どもを持つ母

親が対象（親子で参加可）。先着３０組。

南区役所４階子育て支援課
�２９０―１７４４ �２９６―２８２２

南区役所２階「みみちゃんルーム」の催し

前期・後期登録制の子育て支援事業で

す。後期は、１０月２３日から福泉中央こど

も園（南区稲葉１―３１３２―１）で、計５回コ

ースで行います。生後６カ月～２歳児と

その保護者が対象。毎回同じ親子で遊び

や交流をしながら一緒に子育てを楽しみ

ましょう。詳しくは若松台こども園へ。
申 込 電話で１０月１～５日、午前９時

～午後５時に若松台こども園（�２９７―
１８８１ �２９７―１０９９）へ。先着６組。

�南区高齢者すこやかフェアを開催
�認知症・権利擁護・地域資源に関す
る情報のパネル展示�１０月２３～２６日、南
区役所１階エントランスホールで。

�市民講座「認知症に寄り添う関わり
方」�１０月２３日（火）、午後２～３時３０
分、南区役所２階２０１・２０２会議室で。講

師は阪南病院認知症看護認定看護師・内

藤静さん。市内在住・在勤の方が対象。

無料。講座終了後に個別相談を行います。
申 込 受け付け中。電話か FAX で住

所、氏名、電話番号、年齢、「市民講座

希望」を書いて、１０月１５日までに同セン

ターへ。先着７０人。

また、高齢の方のことで、気になるこ

とがあれば、気軽に下表の相談窓口まで

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 電 子

メールmina
mi―kikangata@sakai―syakyo.net）

１０月３１日（水）、午前１０時３０分～１１時３０

分、南区役所２０１・２０２会議室で。市内在

住の６５歳以上の方が対象。先着６０人。
申 込 住所、氏名（ふりがな）、電話番

号、生年月日、１０月分申し込みと書い

て、直接か郵送、FAX で、１０月２６日

（消印有効）までに自転車企画推進課（〒

５９０―００７８ 堺区南瓦町３―１ �２２８―
７６３６ �２２８―０２２０）へ。市ホームページ
の電子申請システムからも申し込み可。

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

市民公開講座市民公開講座市民公開講座
いづみ健老大学

みなみ南保健センター よ りだ
南区役所4階　☎293ー1222　FAX296ー2822

◆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。

１３：３０～１６：００１１月２１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 １０：００～１５：００１６日（火）

１３：３０～１６：００２日（火）

１３：３０～１５：３０１７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

１３：００～１５：００１０日（水）、２４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

１３：３０～１５：００２４日（水）
■子どもの歯相談室�予約制・無料�

９：３０～１１：００１０日（水）

１３：３０～１５：３０
１日（月）、１５日（月）
１１月５日（月）

■成人の歯科相談�予約制・無料�

１４：００～１６：００２３日（火）、２６日（金）
■精神保健福祉相談�予約制・無料�

１４：３０～１６：３０９日（火）

９：００～１１：００１７日（水）
■食生活相談�予約制・無料�
■一般健康相談�無料�

１０：３０～１１：３０３日（水）、１１月７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

１０月の教室・相談などの日程（１１月分の一部を含む）

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】１０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、予約受け付け後
に送付する検診通知で確認してください。
※車での来場はご遠慮ください。

４０人桃山台小学校
（桃山台２丁６―１）２０日（火）

１１
月

９０人
三原台地域会館
（三原台３丁１―３）７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

天候の悪化（台風による暴風警報、大雨や土砂災害に関する避難勧告）などにより、検診や教室
などの事業を止むを得ず中止する場合があります。何卒ご了承ください。また、来所の際は事
前にお問い合わせください。

自転車ヘルメット購入補助券付 堺自転車安全利用講習会 １０月３～６日、市内の商店街１２会場

で、ものまね芸人・芋洗い熊係長や似顔

絵エンターテイナー・桜小路富士丸、ち

んどん屋【写真】が登場します。南区内の
日時、会場は次のとおり。

�庭代台商店街まつり・抽選会�３日
（水）、午前１０時から、庭代台近隣センタ

ー商店街広場（南区庭代台２丁）で。

�グッディオータムセール�５日
（金）、午前１０時から、泉ヶ丘グッディ専

門店街（泉ケ丘駅前）２階特設会場で。

�サンピアオータムセール�６日
（土）、午後１時から、サンピア（光明池

駅前）１階中央階

段前広場で。
問 合 商業流通

課（�２２８―８８１４
�２２８―８８１６）へ。
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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 １３：３０～１５：３０
※車でのご来場はご遠慮ください。

はるみ小学校
（晴美台３丁３―１）

６日（火）１１月

実施場所日 程

肺がん・結核検診日程

昨年の様子

平成３０年（２０１８年）１０月１日 次のページから広報さかいです 南区広報 


