
蛍光管や乾電池等の拠点回収にご協力を
家庭から出る蛍光管（LED・ハロ

ゲンランプを除く）、乾電池（充電式
電池を除く）、水銀体温計・温度計
・血圧計を区役所や市内店舗で回収
しています。
５月１３日より桃山台近隣センター

商店会・西上無線電気（南区桃山台
３丁１―２）で回収できるようになり
ました。この他の回収場所は、市ホ
ームページ参照。
�環境事業管理課（�２２８―７４７８ �
２２９―４４５４）

■地域包括支援センターにご相談く
ださい
地域包括支援センターは高齢者の

みなさんの身近な相談窓口です。
�今は元気で困りごとがないもの
の、今後一人で身の回りのことがで
きなくなった時、どんな支援がある
のか分からない。�認知症について
不安に思っている。�高齢の家族の
介護について、情報を知りたい。�

ご近所の高齢者が、いつもと様子が
違い心配だ。
など、生活をしている中で気にな

ることはありませんか？
どこに聞いたらいいのか分からな

いというご相談でも、相談窓口を紹
介するなどしていますので、高齢者
ご本人だけではなく、ご家族、地域
の方もお気軽にご利用ください。

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

５０歳以上の偶数年齢の方が対象。予約制�無料�。大腸が
ん検診のみの受診は不可。
�６月２日から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）。

６月実施の胃がん・大腸がん検診【集団検診】と
肺がん・結核検診【集団検診】の中止について
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、６月に各小学
校（御池台、庭代台、宮山台、槇塚台、泉北高倉、竹城台
東）で予定しておりました標記の検診は全て中止させてい
ただきます。

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、中止や延期となっている可能性がありますので、実施の有無についてはお問い合わせ
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）�無料�…個別通知。
転入転出の場合は同センターへお問い合わせください。
○検便（腸内病原菌等）検査�有料�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�

妊婦とその家族が対象（子どもの同伴不可）。
１０：００～１５：００７月２１日（火）

妊婦教室�予約制・無料�２回シリーズ

教
室
・
相
談
な
ど
の
日
程

１３：１５～１５：２０６月１７日（水）

生後５カ月児に個別通知。１歳未満の子どもが
対象。１３：００～１５：００

６月３０日（火）
BCG予防接種�個別通知・無料�

６月１０日（水）

歯科医師による検診と相談。１歳６カ月～４歳
未満の子どもには、フッ素塗布あり（１回限り）。９：３０～１１：００７月６日（月）

子どもの歯相談室�予約制・無料�
１３：３０～１５：００６月２４日（水）

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

６月２６日（金）

精神保健福祉相談�予約制・無料� ６月２３日（火）

１４：３０～１６：３０６月９日（火）

診断書の発行はできません。
風しん抗体・肝炎ウイルス検査については対象
者の条件があります。

９：３０～１１：００６月１７日（水）
検査・相談（肝炎ウイルス検査・風しん抗体検
査・HIV検査・梅毒検査・クラミジア検査・H
TLV-１検査）
�無料・一部有料の場合あり�

５～６カ月児の保護者が対象。離乳食初期の
話、保護者の試食があります。１０：３０～１１：３０７月１日（水）離乳食講習会�予約制・無料�

対象・内容時間日程事業名 予約制（午前）
詳しい受付時間
は、予約受付後
に送付する検診
通知でご確認く
ださい。

４５人南保健センター７月１５日（水）

時間定員（先着）実施場所日程

胃がん検診・大腸がん検診【集団検診】
（バリウムによる間接撮影）南保健センターだより 南区役所４階 �２９３―１２２２ �２９６―２８２２

離乳食のすすめ方の動画配信中

生後５～６カ月になったら、そろそろ離乳食
をスタートさせる時期です。市では、離乳初期
（１回食）のポイントを堺動画チャンネルで配信
しています。また、離乳食に
ついてのご相
談は、お電話
で南保健セン
ター栄養士ま
で。

６月は「危険物安全月間」です！南消防署

６月は危険物安全月間です。事故
を無くすために、ガソリンの取り扱
い方を今一度見直してみましょう。
ガソリンを入れ

る容器が決まって
いるのはご存知で
しょうか。ガソリ
ンは揮発性が高い
ため、灯油用ポリ
缶などは使用せ
ず、必ずガソリン携行缶を使用して
ください。
また、容器は密栓し、火気や高温

部から離れた直射日光の当たらない
通風、換気の良い場所で保管してく
ださい。容器を開放する際は、周囲

に火気や火花を発する器具などが無
いことを確認し、ガス抜き調整ネジ
をゆっくり緩めて、携行缶に溜まっ
たガスを抜いた後に開放するように
してください。使用時は、万一に備
えて消火器の準備をお願いします。
これらの事に注意し、安全にガソ

リンを使用し
ましょう。
�南消防署
（�２９９―０１１９
� ２９８ ―

０１１９）

※エンジンをかけたままの注油や、タバ
コを吸いながらの取り扱いはしない!

くらしのガイドブック誤植のお詫びと訂正

４月に配布しました冊子「くらし
のガイドブック」の南区版生活ガイ
ド１３ページ南区防災関連MAPの中
で、次の電話番号の間違いがありま
した。訂正し、お詫びします。
避難所（風水害・地震災害時）原山ひ
かり小学校

�誤「０７２―２９８―４６００」
�正「０７２―２９３―５０２８」
防災関係機関 南保健センター
�誤「０７２―２９８―３０４３」
�正「０７２―２９３―１２２２」
�南区役所企画総務課（�２９０―１８００
�２９０―１８１４）

離乳食のすすめ方
（YouTube）

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
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