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■桃山学院教育大学・プール学院短期
大学の学祭の「子ども広場」へ行こう‼
～南区役所子育て支援課協力～
１０月２６・２７日、午前

１０時３０分～午後３時、
同大学の学祭で学生に
よる「子ども広場」が開
催されます。今年は「冒険・探検」がテ
ーマです。平均台やトンネル、あめ取
りなどのミッションにクリアできたら
メダルがもらえます。「森の図書館」に
よる絵本の読み聞かせもあります。い
ずれも両大学大学祭会場（南区槇塚台
４丁５―１）内「子ども広場」（サブアリ
ーナ）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。

昨年の「子ども広場」の様子
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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。
月～金曜日（祝日を除く）、午前１０時
～正午、午後０時４５分～４時。
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】３Ｂ体操 要予約
「遊びの要素」「気軽に」「体に無理な
く」をキーワードに年齢問わず誰でも
楽しめる体操です。
講師は日本3B 体操協会公認指導士

・高津三千子（たかつ みちこ）さん。
１０月３０日（水）、午前１１～１１時４０分。
就学前の子どもとその保護者が対象。
無料。
�１０月７日、午前１０時から直接か電
話で同課へ。先着２０組。
�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たりし
ませんか。身長・体重も測定できま
す。１０月１５日（火）、午後１時３０分～２
時。無料。直接会場へ。

�「南区高齢者すこやかフェア」を開催
�１０月２１～２５日、南区役所１階エント
ランスホールで「南区高齢者すこやかフ
ェア」を開催します。認知症・消費者被
害・高齢者虐待・介護施設などに関する
情報のパネル展示を行います。
�１０月２３日（水）、午後２～３時３０分、
南区役所２階２０１・２０２会議室にて市民講

座を開催します。テーマは「認知症に寄
り添う関わり方～みんなで一緒に考えよ
う！～」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。
�受付中。電話か FAX で住所、氏

名、電話番号、年齢を１０月１５日までに同
センターへ。先着７０人。

�第３期「ひらめき脳トレプラス教室」
募集
認知症予防を中心に、簡単な体操や読
み書き計算などの知的プログラム、口腔
（こうくう）ケア、食生活ワンポイントア
ドバイスなどを行う全８回の教室です。
１０月３１日～１２月１９日の毎週木曜日、午
前９時３０分～１１時３０分、鴨谷体育館で。
６５歳以上で要支援・要介護認定を受けて
おらず、医師に運動を禁止されていな
い、全回出席できる方が対象。無料。筆
記用具、タオル、飲み物を持参。
�１０月２～８日に、電話か FAX で住

所、氏名、電話番号、生年月日を同セン
ターへ。美木多、赤坂台、新檜尾台、城
山台小学校区にお住まいで初めて参加す
る方を優先のうえ抽選２０人。
今後の予定（第４期）についてはお問い
合わせください。
�おいしい調理講習会
いつまでも元気で過ごすためには毎日
の食事が大切です。
栄養不足を予防するための食事の話

と、家庭で簡単にできるメニューの調理
を行います。講師は管理栄養士・小堀佳
子さん。
１０月２９日（火）、午前１０時～午後１時３０

分、同センターで。６５歳以上の方（特に
食が細い、やせ型、最近体重が減ってき
た方）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。
�１０月２～２１日に電話か FAX で住

所、氏名、電話番号、年齢を同センター
へ。初めての方を優先に先着２０人。
�肺がん・結核検診を実施
南区ふれあいまつりの会場で、肺がん
・結核検診を実施します。
１１月１０日（日）、午前１０時２０分～１１時３０
分、午後１～２時３０分、南区役所１階ロ
ビーで。４０歳以上の堺市民の方が対象。

無料。申込不要。
たん検査を希望す
る方については、
がん検診総合相談
センター（�２３０―
４６１６）へ。

南基幹型包括支援センター
�２９０―１８６６ �２９０―１８８６
電 子
メールminami―kikangata@sakai―syakyo.net高齢者の総合相談窓口

地域包括支援センターだより

南保健センターだより 南区役所４階
�２９３―１２２２ �２９６―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。

１３：３０～１６：００１２月１１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 １０：００～１５：００１１月１９日（火）

１３：３０～１６：００１１月５日（火）

１３：３０～１５：３０１６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

１３：００～１５：００９日（水）、２３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

１３：３０～１５：００２３日（水）
■子どもの歯相談室�予約制・無料�

９：３０～１１：００９日（水）

１３：３０～１５：３０７日（月）、２１日（月）■成人の歯科相談�予約制・無料�

１４：００～１６：００２５日（金）
■精神保健福祉相談�予約制・無料�

１４：３０～１６：３０８日（火）

９：００～１１：００１６日（水）
■食生活相談�予約制・無料�

■一般健康相談�無料�

１０：３０～１１：３０２日（水）、１１月６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、１２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、希望日をがん検診総合相談セン
ター（�２３０―４６１６ �２３０―４６３６�受付は１２月２９日
～１月３日を除く午前９時～午後８時�）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。

※車でのご来場はご遠慮ください。

１３：３０～１５：３０三原台小学校
（三原台３丁２―１）１３日（水）１１

月

受付時間実施場所日 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�受付は１２月２９日～１月３日
を除く午前９時～午後８時�）へ。
�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。
※車でのご来場はご遠慮ください。

４５人桃山台小学校
（桃山台２丁６―１）１９日（火）

１１
月

９０人三原台地域会館
（三原台３丁１―３）７日（木）

定員（先着）実施場所日 程

胃がん検診・大腸がん検診日程

※天候の悪化などにより、検診や教室を止むを得ず中止する場合があります。実施の有無については、
お問い合わせください。

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

相談窓口お住まいの小学校区

子育て支援課だより 南区役所４階
�２９０―１７４４ �２９６―２８２２

堺市内の野焼き行為は原則禁止されて
います。例外的に認められる稲わらなど
の焼却行為であっても、煙や臭いにより
近隣住民とのトラブルが発生していま

す。
やむを得ず焼却
行為を行う場合、
「火災とまぎらわ

しい煙又は火炎を発するおそれのある行
為の届出書」を、行為をする前日までに
所轄消防署へ届出する必要があります。
焼却行為を実施する際には、注意事項や
ルールを守って行いましょう。
�南消防署（�２９９―０１１９）。

南消防署からのお知らせです�

前期・後期登録制の子育て支援事業で
す。後期は、１０月２１日から福泉中央こど
も園（南区稲葉１丁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。
�電話で１０月１～４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。

地震が発生した時には次のことに注意
しましょう。
�グラッときたらまず身の安全を図

る。�火の始末は、すばやく慌てず確実
に。�戸を開けて、出口の確保をする。
鉄筋コンクリートの建物は、閉めたまま
では建物が歪み、出入口が開かなくなる
ことがあります。�慌てて戸外に飛び出
すと、瓦やガラス・看板の落下で危険で

す。�狭い路地、塀ぎわ、崖、川べりに
近寄らない。ブロック塀・自動販売機な
どは倒れやすいので注意する。�山崩
れ、崖崩れ、津波に注意する。�避難は
徒歩で荷物は最小限に。避難するとき
は、避難先や安否情報を書いた連絡メモ
を忘れずに。�ラジオやテレビで正しい
情報をつかみデマに惑わされない。
�南区役所企画総務課（�２９０―１８００

�２９０―１８１４）。

防災コラム 地震が起こったら
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令和元年（２０１９年）１０月１日 次のページから広報さかいです 南区広報 


