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■おたのしみ会 inビッグバン
１１月１８日（月）、午前１０時１５分～１１時

３０分（受付は午前１０時から）、大阪府立
大型児童館ビッグバン（泉ケ丘駅前）こ
ども劇場で。１歳から未就園の子ども
とその保護者が対象。雨天決行。無

料。ビッグ
バンの駐車
場は利用で
きませんの
で、公共交

通機関をご利用ください。
■「ほめて育てる!感情的にならない
笑顔の子育て」講演会
講師は児童虐待防止全国ネットワー
ク理事・高祖常子さん。未就学児の保
護者が対象。子ども同伴可。託児はあ
りません。１１月１３日（水）、午前１０～１１
時３０分、南区役所４階保健指導室��
で。
�受付中。直接か電話、FAX で同

課へ。先着５０組。
■【子育て支援コーディネーター講座】
子育て世代のためのマネー講座
１２月９日（月）、午前１０時３０分～１１時

３０分、南区役所２階２０１・２０２会議室
で。講師は財務省近畿財務局財務広報
相談室職員。妊婦、未就学児をもつ保
護者が対象。子ども同伴可。託児はあ
りません。
�１１月１１日、午前１０時から直接か電
話で同課へ。先着２０組。
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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
休日を除く）、午前１０時～正午、午後
０時４５分～４時。無料。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】嘔吐物処理に関する
実技を含む感染症講座
感染症による嘔吐や下痢などについ
ての学習と嘔吐をした時、どう処理を
したらよいのか練習してみましょう。
講師はコープケアセンター上野芝・高
津幸奈さんと看護師・中野千恵子さ
ん。
１１月１４日（木）、午前１１時～正午。未
就学児とその保護者が対象。無料。１５
分前までに直接会場へ。
�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
をも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。
１１月１９日（火）、午後１時３０分～２
時。無料。１５分前までに直接会場へ。
身長・体重測定できます。

子育て支援課だより 南区役所４階
�２９０―１７４４ �２９６―２８２２

■「南区市民向け地域交流セミナー」を開
催します
在宅での医療・介護をテーマに開催し
ます。第一部は嶋田クリニック院長・嶋
田一郎さんより「ここまでできるの？～
皆で支える在宅医療・在宅介護」をテー
マに基調講演があり、第二部はパネルデ
ィスカッションで「色々な職種で支える

安心の輪」をテーマに多職種によるパネ
ルディスカッションを行います。
１２月５日（木）、午後２～４時、ビッグ
アイ（泉ケ丘駅前）大研修室で。入場無
料。ぜひご参加ください。
�受付中。電話か FAX で住所、氏

名、電話番号、年齢を１１月２９日までに同
センターへ。先着２００人。

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

�血圧が気になる方の運動教室
１１月１５日（金）、午前１０～１１時３０分、同
センターで。南区在住の２０～６４歳が対
象。無料。フェイスタオル２枚、飲み物
を持参。
�１１月５日から電話か FAX で住所、

氏名、電話番号、生年月日を同センター
へ。先着２５人。
�からだ健やかクッキング「しなやか

で丈夫な骨をめざそう」
１１月２７日（水）、午前１０時～午後１時、
同センターで。おおむね６４歳以下の方が
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。
�１１月５～２０日に電話か FAX で住

所、氏名、電話番号、年齢を同センター
へ。先着２４人。
�からだ健やかクッキング「からだメ

ンテナンス」
１２月１３日（金）、午前１０時～
午後２時、同センターで。お
おむね６４歳以下の方が対象。
無料。エプロン、三角巾、手拭き用タオ
ル、歯ブラシ、筆記用具を持参。
�１１月５日～１２月５日に電話か FAX

で住所、氏名、電話番号、年齢を同セン
ターへ。先着２４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・歯科衛生士の講話と実習
�１１月２１日（木）。�歯科検診と歯みがき
実習�１１月２９日（金）。�言語聴覚士の講
話�１２月６日（金）。いずれも午後１時３０
分～３時３０分。教室を修了した方は、
「南８０２０メイト会」に加入できます。
�１１月５日から電話か FA

Xで住所、氏名、電話番号を
同センターへ。先着２０人。
�乳がん検診 （視触診とマンモグラ

フィ）
１月７日（火）、午前１０時～正午、午後
１～３時、同センターで。先着７０人。満
４０歳以上の偶数年齢の方が対象。無料。
同検診は医療機関でも受診できます。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へ。
�１１月５日から電話か FAX で住所、

氏名、電話番号、生年月日をがん検診総
合相談センター（�２３０―４６１６ �２３０―
４６３６�午前９時～午後８時�）へ。

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）

１３：３０～１５：３０２０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

１３：００～１５：００１３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

１３：３０～１５：００２７日（水）
■子どもの歯相談室�予約制・無料�

９：３０～１１：００１３日（水）

１３：３０～１５：３０１１日（月）、１２月２日（月）■成人の歯科相談�予約制・無料�

１４：００～１６：００２２日（金）、２６日（火）
■精神保健福祉相談�予約制・無料�

１４：３０～１６：３０１２日（火）

９：００～１１：００２０日（水）
■食生活相談�予約制・無料�

■一般健康相談�無料�

１０：３０～１１：３０
２６日（火）■カミカミパクパク離乳食講習会（９カ月前後）�予約制・無料�

６日（水）、１２月４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

１１月の教室・相談などの日程（１２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�受付は

１２月２９日～１月３日を除く午前９時～午後８時�）へ。
�１１月５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。

４５人南保健センター１２月５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。

�キッズ向けテニス体験会参加者募集
簡単にラリーやゲームができるように
なり、テニスの楽しさを知っていただけ

ます。
１２月１４日（土）、午前

１０時～正午。小学生が
対象。参加費５００円（税
込、当日支払）。要予
約。電話のみ１１月９
日、午前１０時から受付。先着４０人。

南区鴨谷台２丁４―１ �２９６―１７１７
休館日１１月１１日（月） �２９４―１７６６

鴨谷体育館

フットケア実践講座（足爪と足裏のケ
ア方法、足の洗い方など）を行います。
講師はメディカルフットケア JF 協会大
阪・茂木淳子さん。１１月１９日（火）、午前
１０～１１時３０分、南区役所２０１・２０２会議
室、午後２～３時３０分、泉ヶ丘センター
ビル３階大集会室で。南区民の方が対

象。無料。来場には公共交通機関をご利
用ください。爪切り、爪やすりを持参。
�FAX で、住所、氏名、電話・FAX

番号、フットケア実践講座、希望時間を
健康医療推進課（�２２２―９９３６ �２２８―
７９４３）へ。先着４０人。
�同課（�２２２―９９３６ �２２８―７９４３）。

フフッットトケケアア実実践践講講座座 ～元気に楽しく歩くための
日常生活に取り入れるケアと知識～

「これからボランティアをはじめたい」
「自分にあったボランティアを見つけた
い」方を対象に、南区でのボランティア
活動を紹介する説明会を毎月開催しま
す。無料。
１１月１５日、１２月２０日、来年１月１７日、

午前１０時１５分～１１時３０分、堺市社会福祉
協議会南区事務所（南区役所２階）で。
�受付中。電話か FAX、電子メール

で氏名、年齢、連絡先、参加動機を同事
務所（�２９５―８２５０ �２９５―８２６０ 電 子

メールmina
mi@sakai�syakyo.net）へ。

南消防署では、防火思想の普及を図る
ことを目的に南区の小学５・６年生を対

象に小学生防
火絵画展を開
催していま
す。今年で４１
回目を迎え、
各小学校から
多数の応募が
ありました。
その中でも最

優秀賞などを受賞した７作品を１１月１１～
１５日、南区役所１階ロビーで展示します
ので、ぜひご覧ください【写真】。
また、この７作品で作成した防火ポス
ターを南区の各事業所や小学校、自治会
に配付し、火災予防の啓発を行います。
�南消防署（�２９９―０１１９）。

「第４１回小学生防火絵画展」を開催します�

※
令
和
元
年「
第
４１
回
小
学
生
防
火

絵
画
展
」引
用

ボランティアオリエンテーションを開催

前
回
の
様
子

令和元年（２０１９年）１１月１日 次のページから広報さかいです 南区広報 


