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▼読書会
あらかじめ決められたテーマの本を読んで、感想などを語り合います。
▽泉北読書会＝今月は、『花紋』（山崎豊子／著）。10月15日（金）10時～12時。南図書館3階集会室で。参加を希望される方は事前に同館へ。

楽しいイベントがたくさんあります。全て無料。

10月30日（土）
ワークショップ「とび出す絵本をつくってみよう！」
10時～11時30分、ビッグバン（泉ヶ丘駅前）で。
講師は画家・絵本作家のＨ＠Ｌ（ハル）さん。
3歳から小学3年生とその保護者が対象。
　10月6日（水）10時から直接か電話で南図書館まで。先着20組。

▽栂分館【11月7日（日）】

▽美木多分館

南図書館おたのしみフェア
▽南図書館

くらしに役立つ情報 資料を提供くらしに役立つ情報 資料を提供

問南図書館（☎294-0123　FAX298-0597）
　美木多分館(☎296-2111　FAX296-2151)
　栂分館(☎296-0025　FAX296-0034)
　休館日＝１０月４・１１・１８・２５日・１１月１日

「マジックショー」
〔①10時30分～50分②11時～11時20分〕
栂文化会館2階和室で。
　10月21日（木）10時から直接か電話で栂分館まで。各回先着15人。

～困った時には図書館へ～

▷ぴよぴよおはなし会（南図書館＝10月20日〈水〉、栂分館＝10月14日〈木〉、美木多分館＝10月7日〈木〉）
10時30～50分。乳幼児とその保護者が対象。無料。
　美木多分館は受付中、南図書館・栂分館は10月7日（木）10時から直接か電話で各館へ。先着各9組。
▷えほんをたのしむおはなし会（南図書館）無料。直接会場へ。先着9人。10月2・9日15時～15時20分。
▷おはなし会　　無料｡直接会場へ。先着各9人。▽南図書館＝10月16・23・30日（土）15時～15時20分。
　栂分館＝10月9日（土）11時～11時20分。　美木多分館＝10月23日（土）15時30分～15時50分

約5,000タイトルの電子書籍を、
インターネットで24時間どこから
でも楽しめます。

「絵本をたのしもう」
10時30分～11時30分、鴨谷体育館研修室で。 
　10月22日(金)10時から直接か電話で美木多分館まで。
先着9人。

堺・泉北がわかる本堺・泉北がわかる本

おはなし会おはなし会

日本語学習コーナー日本語学習コーナー
日本語を勉強するための
本が30 0冊以上ありま
す。文法が学べる本や、か
んたんな日本語の短い物
語などもあります。

堺や南区に関連する資料を集めました。
ウォーキングマップやグルメ雑誌の堺特
集、堺市が舞台になっている小説などもあ
ります。

日常生活や、仕事での疑問やお悩みはありませんか？　専門の職員(司書)が資料をもとにお答えします。
電子メールはこちら→

申

申

申

申

まずは自宅で学びたい・調べたいとおもったら……

電子図書館

地元のことを
もっと知りたいと
思ったら……

電話やメールでも
お気軽にお問い合わせ

ください！

電子図書館の使い方について
詳しくはこちらから

10月31日（日）

要予約のイベント

▷ぴよぴよおはなしかい
▷人形劇
　
▷作家・蓮見恭子さん講演
　

▷ぴよぴよおはなしかい
▷人形劇
　
▷作家・蓮見恭子さん講演
　

　　　　　　　　　　　 13:30～13:50 先着9組。 
　　　　　14:00～14:20、先着15組。
　10月7日（木）10時から直接か電話で同館へ。
　　　　　　　　　　　　 10:30～12:00
　10月5日（火）10時から直接か電話か電子メールで同館へ。
先着100人。

　　　　　　　　　　　 13:30～13:50 先着9組。 
　　　　　14:00～14:20、先着15組。
　10月7日（木）10時から直接か電話で同館へ。
　　　　　　　　　　　　 10:30～12:00
　10月5日（火）10時から直接か電話か電子メールで同館へ。
先着100人。

申

申

15：00～
15：30～

こわいこわーい
おはなしのおはなし大会
こわいこわーい

おはなしのおはなし大会

わくわく工作わくわく工作
13：00～
16：00～

えほんをたのしむ
おはなし会

えほんをたのしむ
おはなし会
14：30～

初級から
上級レベルまで
あります

しょ  きゅう

じょう きゅう
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に   ほん  ご　がくしゅうに   ほん  ご　がくしゅう

に   ほん  ご みじか もの

がたり
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ほん

ぶん ぽう まな ほん

さつ　い　じょう

泉北高速鉄道「栂・美木多駅」下車すぐ

●南部地域整備事務所 ２９８―６５７２ ２９１―４３９０
［道路の維持・管理に関すること］
●上下水道局 お客様センター ０５７０―０２―１１３２ ２５２―４１３２
［水道・下水道に関すること］
●粗大ごみ受付センター ０１２０―００―８４００
［家庭からでる粗大ごみの収集申し込み］

（携帯電話などからは ０６―６４８５―５０４８）
●環境業務課 指導係 ２２８―７４２９ ２２９―４４５４
［生活ごみなどの収集］
●泉ヶ丘公園事務所 ２９１―１８００ ２９６―９６７６
［公園・緑地に関すること］
●市税事務所
法人諸税課 ２３１―９７４１ ２５１―５６３１
［軽自動車税に関すること］
市民税課 ２３１―９７５２ ２５１―５６３２
［個人市・府民税に関すること］
固定資産税課 ２３１―９７６３ ２５１―５６３３
［固定資産税に関すること］
納税課 ２３１―９７７２ ２５１―５６３４
［市税の納付に関すること］

●子育て支援課 ２９０―１７４４ ２９６―２８２２
［児童手当・児童扶養手当、認定こども園、女性、ひとり親、児童相談］

●南保健センター ２９３―１２２２ ２９６―２８２２
［母子健康手帳・各種健（検）診・健康相談・健康教室など］４階

●自治推進課 ２９０―１８０３ ２９０―１８１４
［自治会・美化など地域振興活動］

美化担当 ２９０―１８１５

●生活援護課 ２９０―１８１０ ２９０―１８１８
［生活保護に関することなど］

●総務課 ２９０―１８００ ２９０―１８１４
［庁舎管理・広聴・相談・選挙など］
●区政企画室 ２９０―１８０５ ２９０―１８１４
［スマート区役所推進、広報、教育・就学相談］
●地域福祉課 ２９０―１８１２ ２９０―１８１８
［介護・障害福祉・高齢福祉に関することなど］

３階

●障害者基幹相談支援センター
［障害者に関する相談］２９５―８１６６ ２９８―００４４

●エマリス南 ２９２―１８２６ ２９１―１２５２
［就労を希望する障害者への就業・生活支援］

●社会福祉協議会南区事務所
［市民活動・ボランティアに関することなど］

２９５―８２５０ ２９５―８２６０

●南基幹型包括支援センター
［高齢者総合相談窓口］２９０―１８６６ ２９０―１８８６

２階

●保険年金課 ２９０―１８０８ ２９０―１８１３
［国民健康保険・後期高齢者医療・医療費助成・国民年金など］

●市民課 ２９０―１８０２ ２９０―２０３０
［住民票・戸籍などの証明・届出、印鑑登録、マイナンバー］１階

南区役所

Twitterホームページ

区役所外〒５９０―０１４１
堺市南区桃山台１丁１番１号

ホームページ：http://www.city.sakai.lg.jp/minami/index.html
Twitter：@mimichanminami
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第2駐車場もご利用ください

掲載している内容については、新型コロナウイルス感染拡大の状況により中止か延期になる場合があります。

10月31日（日）



月～金　9：00～17：00
南区役所総務課　☎290-1800　FAX290-1814
月～金　8：30～17：30
近畿管区行政評価局　☎06-6941-8358　☎0570-090-110
10/12　14：00～16：00　　　南区役所総務課
問人権企画調整課　☎228‐7159　FAX228‐8070
11/18　10：00～12：00　予約は11/12　9：00から先着4人
南区役所総務課　☎290-1800　FAX290-1814
月～金　10：00～17：00
堺区役所企画総務課　☎228‐7403　FAX228‐7844
10/13　13：00～16：00　先着６人
堺区役所企画総務課　☎228‐7403　FAX228‐7844

市民相談・人権相談
（日常生活での問題や人権の問題など）
行政相談
（国の行政全般についての苦情、要望など）
人権擁護委員による人権相談

行政書士による相談

交通事故相談

登記・測量相談

女性相談
（離婚、配偶者からの暴力、生活など）

労働相談
（解雇・賃金に関するトラブルなど）
就労相談
（求人情報の提供、就職活動のサポートなど）
生活・仕事相談
（くらしや仕事での困りごとなど）

ひとり親相談

児童相談
（子どものしつけ、虐待、非行、家族関係など）

月～金　9：00～17：00
南区役所区政企画室　☎290-1805　FAX290-1814

月～金　9：00～17：30
南区役所子育て支援課　☎290-1744　FAX296-2822
※母子・父子自立支援員は月・火・木・金曜日の9：00～16：00
※女性相談員は不在の場合がありますので、事前にご確認
　ください。

10/8・22　12：45～15：45　　　南区役所総務課
　雇用推進課　☎228-7404　FAX228-8816
木　14：00～16：00　　　南区役所総務課
問ジョブシップさかい　70120-010908　FAX244-3771
月　9：30～17：00　　　　社会福祉協議会南区事務所(南区役所内)
問すてっぷ・堺　☎225‐5659　FAX222‐0202

教育相談
（小・中学生の家庭教育や学校生活、転校手続きなど）

子育て相談
（子どもとの関わり、健康・成長・発達など）

＝電話相談可 ＝他区でも相談可
南区の相談

法律相談

無料　12：00～12：45と祝休日は休み

相談時間　13:00～16:00
場所　各区役所企画総務課(南区役所は総務課)
予約開始　9:00から ※日・祝休日は直前の執務日
先着各６人　同一相談は１回限り(25分以内)

区
相談日

予約開始日※
問合先

堺区
月・水・金
相談日の前日
　228―7403

中区
火・木
直前の月
　270―8181

東区
水・金
直前の火
　287―8100

西区
金・火
直前の木
　275―1901

南区
月・水
直前の金
　290―1800

北区
木・月
直前の水
　258―6706

美原区
木

直前の月
　363―9311

場所

場所

場所
申

場所

市では日常の移動に快適・便利な電動
アシスト自転車がレンタルできるシェ
アサイクルの実証実験を実施していま
す。9月29日から南区役所と栂・美木多
駅前南第１自転車等駐車場にシェアサ

１0月29日〜3１日１0〜１8時１5分に泉北タ
カシマヤ（泉ヶ丘駅前）4階催会場で。
対象市内に住民登録があり、本人が
必要な書類を持参できる方で、マイナ
ンバーカードを作成したことがない方

（１5歳未満か成年被後見人の場合は、
法定代理人の同行が必要）。再交付の
申請は受付不可。

チケットの購入が必要。販売場所など
詳しくは同館へ。
●堺こどもミュージカルVol.7 
Another Planet～もう１つの地球～を
開催
１0月3日（日）１3時30分・１7時30分開
演。各30分前開場。チケット販売中。
全席指定席。前売＝１,000円、当日＝
１,500円。
※2歳以下、膝上観覧無料。席が必要
な場合は有料。

緊急事態宣言の発出に伴い、延期
していた第１回全体会を開催しま
す。
日時  １0月１5日（金）１8時30分から 
場所  南図書館ホール（泉ヶ丘駅前） 
傍聴  先着5人　

新型コロナウィルス感染症の影響によ
り、だんじりによる神社への宮入りは
中止となりました。なお、櫻井神社、美
多彌神社、多治速比売神社、菱木神
社では秋季例大祭の神事のみ行わ

田んぼにGO！畑にGO！～収穫編～開催中止
新型コロナウイルス感染状況を踏ま
え、例年１0月に実施している「田んぼに
GO！畑にGO！〜収穫編〜」を中止し

令和３年度校区まつりのお知らせ
新型コロナウイルス感染状況を踏ま
え、１0月に開催を予定していた三原台
校区・御池台校区まつりは中止となり

▷SENBOKU New Designの住民行動に
関するアンケート
5月に策定したSENBOKU New Designの
進捗を把握するため、住
民行動に関するWebアン
ケートを実施します。右
のQRコードから回答して
ください。
問同室
▷OHASU FUNフェスタ
　―住民参加型の公園LIFE－
１0月１7日(日)１0〜１5時(※小雨決行、荒天
時中止)、大蓮公園(泉ヶ丘駅前)芝生広場
など。詳細はHP(QRコード)参照。

イクルポート（専用駐輪場）を新たに
設置し、南区内のポートは計2１カ所に
なります。ぜひご利用ください。
問自転車企画推進課
　(☎228-7636　℻228-0220)

持物本人確認書類2点（運転免許証と
健康保険証など）と通知カードが必要

（お持ちでない場合は写真付きの本人
確認書類が必要）。
申  ホームページ(QRコード)か電話で。
　　　　
問堺市マイナンバーカード
普及促進センター（☎072
‐600-0１8１　FAX072‐275-
5766）

問堺こどもミュージカル
    (☎20１-0552 )
■文化講座　受講生募集（１０月）
いつもと違う手作りみそ（お雑煮みそ）
１１月１8日（木）１0時から　定員１5名
受講料が必要。締切１0月１0日（日）必
着。講座内容や申込方法など詳しくは
同館へ。

傍聴を希望する方は開始30〜１0分前
に直接会場へ 
主な内容「堺市南区政策会議について」

「各部会の報告」ほか
問南区役所区政企画室（☎290-１805　
FAX290-１8１4）。 

れます。
また、毎年１0月の5日に近い日曜日に櫻
井神社に奉納されている「上神谷のこ
おどり」も、中止となります。秋季例大祭
の神事のみ行われます。

ます。
問南区役所区政企画室（☎290-１805　
FAX290-１8１4）

ました。
問南区役所自治推進課（☎290-１803 
FAX290-１8１4）

問O H A S U  F U N メール
ohasufun2021＠gmail.
com

▷「DIYのいえ」を利用しませんか
１0月毎週水・土・日の１0〜１7時、大阪
府住宅供給公社茶山台団地(南区茶山
台2丁１-１6棟１0１号室)、無
料。詳細はHP(QRコード)
参照。
問カザールホーム
☎0１20-45-8540
メール chayamadai.diy@gmail.com

シェアサイクルのポートが増えます

マイナンバーカード出張申請を実施

令和 3年度堺市南区政策会議第 1回全体会を開催

南区の秋まつりについて 南区役所区政企画室　☎290-1805　FAX290-1814

〒５９０―０１４１ 南区桃山台２丁１－２
２９６―００１５（月曜休館） ２９１―７０８３栂文化会館だより栂文化会館

泉北ニューデザイン推進室
２２８―７５３０ ２２８―６８２４泉北ニュータウンの催し

〒５９０―０１４１ 南区桃山台２丁１－２
２９６―００１５（月曜休館） ２９１―７０８３栂文化会館だより栂文化会館

泉北ニューデザイン推進室
２２８―７５３０ ２２８―６８２４泉北ニュータウンの催し

南区広報令和3（202１）年１0月１日

「スマート区役所」の実現

地域資源を生かしたブランドの創出

魅力的な都市空間の創造

7月号から4回シリーズで詳しく
紹介しています。

重点施策

基本方針 3
ひとが未来へと紡ぎ、
魅力と誇りを育むことができる都市魅力と誇りを育むことができる都市

ま    ちま    ち

未来に向けて、南区の緑空間や歴史
文化の地域資源の保全、活用及び継
承を進めます。あわせて先端技術の
進展を踏まえ、すべての人にとってや
さしい空間を創造し発信します。
問南区役所区政企画室
　（☎290-1805　℻290-1814）

ICT等の最先端技術の導入とすべての人にとってやさしい空間の創造に
より、安全・安心で高機能な区民サービスを提供し、区民の生活の質の向
上を図ります。

貴重な緑空間や歴史文化などの地域資源を区民の誇りとして次世代へと
継承するため、区独自の魅力として南区ブランドを創出します。

教育・研究機関や民間企業等と連携し、ICT等の先進技術を活用したス
マートシティを推進します。魅力的な都市空間を新たに創造し、南区に
「行きたい」、「住みたい」、そして「住み続けたい」につなげます。

「スマート区役所」内部のイメージ



小学校就学前の健康診断
来年、小学校に入学する子どもの健康
診断を右表のとおり行います。対象の
方に１0月下旬までに郵送で通知します
ので、通知で案内する指定日・小学校
で受検してください。通知が届かない
ときは、校区の小学校へ連絡してくだ

「８０２０（ハチマルニイマル）
　健口講座」

１0月１5・１8日１3時30分〜１5時、22日9時
30分〜１１時の3回コースです。「口の健
康づくり」について楽しく学ぶ教室で
す。歯科医師による話や歯科検診、言
語聴覚士による飲み込みの話など。お
口の健康について見直しませんか。全
回参加できる方が対象。無料。
申電話かFAXで 住 所・氏名・電話番
号・生年月日を１0月2〜１3日に同セン
ターへ。先着１5人。

さい。
問学校総務課（☎340-03１6　FAX228-
742１）へ。

学 校 名 電話番号 日程 学 校 名 電話番号 日程
はるみ小学校 290-１１１2 １0月27日(水) 赤坂台小学校 298-3030 １１月１7日(水)
上神谷小学校 297-0028 １１月１0日(水) 竹城台東小学校 235-0070 １１月１7日(水)
竹城台小学校 297-0777 １１月１１日(木) 福泉中央小学校 298-3045 １１月１7日(水)
茶山台小学校 29１-１１04 １１月１１日(木) 城山台小学校 299-657１ １１月１8日(木)

原山ひかり小学校 293-5028 １１月１１日(木) 庭代台小学校 298-3033 １１月１8日(木)
桃山台小学校 299-0038 １１月１１日(木) 三原台小学校 29１-0394 １１月１8日(木)
美木多小学校 297-082１ １１月１2日(金) 宮山台小学校 297-05１5 １１月24日(水)
若松台小学校 292-000１ １１月１5日(月) 泉北高倉小学校 293-3800 １１月25日(木)

新檜尾台小学校 298-7300 １１月１6日(火) 槇塚台小学校 29１-6000 １１月25日(木)
御池台小学校 298-7500 １１月１6日(火)

つながるDays
10月2日(土)10～16時　泉ヶ丘駅前のいずみがおか広場に南区の子育て支
援課が出展します。手あそび、ふれあいあそびの時間や子育ての相談や里親
制度の紹介なども行います。
＊詳しくは、南区ホームページ（QRコード）のイベント参照。

南区認定こども園等情報について
10月からの園庭開放や来年度の認定こども園などの情報について、市ホーム
ページ（QRコード）でご案内してます。

未就学児とその保護者、妊婦が気軽に集い、遊んだり交流したりする場です。
子育てに関する相談や情報提供も行います。子育て講座やイベントも開催。
＊予約制。開室時間、予約方法など詳細は、「みみちゃんルーム」ホームペー
ジ（QRコード）参照。
★イベント・講座
・あかちゃんタイム　
  　　10月19日(火)午後の部。
　　　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。    
  　　 先着4組。　　　10月18日(月)0時から
・子育て講座「歯のおはなし」
  　　　お子さんの歯を健康に保つためのお話　　　歯っぴ―栄養クラブ。
 　　  10月13日（水）午前・午後の部ともに開催。　　　各先着4組。　　　10月12日（火）０時～

子育て支援だより ☎290-1744 ℻296-2822

「みみちゃんルーム」「みみちゃんルーム」南区役所2階子育てひろば

日時

日時

定員

定員

テーマ

申込

申込

対象

講師

「安心連絡シート・カード」をご存じですか？　一人暮らしや高齢世帯の方へ
突然のけが、急病などの緊急事態に備えて、かかりつけの医療機関や家族の連絡
先、常用している薬や持病など、自分の情報をあらかじめ記入しておくものです。
シートを冷蔵庫など分かりやすい場所に貼ったり、カードを外出時に持ち歩いた
りすることで、いざという時に速やかな対応につながります。
下記の地域包括支援センターに「安心連絡シート・カード」をおいていますので、必要な方はご連絡
ください。

地域包括支援センターだより
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

南第４地域包括支援センター三原台・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

☎291-6681　℻291-6682　
☎289-8085　℻289-8086　
☎290-7030　℻290-7665
☎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
南区内地域包括支援センター（高齢の方の総合相談窓口です）

高齢者の
総合相談
窓口

JOBステーション南サテライト・就職力アップセミナー

『志望動機の考え方』～面接官に会いたいと思わせるポイント～
　　　応募先に合わせた、会ってみたいと思っ
てもらえる、志望動機の考え方を知る
　　就職や転職を希望する15～39歳の方と全
年齢の女性の方。　　　10月22日（金）午前10
～12時　　　南区役所で。　　無料。

予約制の託児あり（対象未就学児。10月20日
までに要申込）。
　　直接か電話で10月21日までに、さかい
JOBステーション（7 0 1 2 0 - 2 4 5 1 0 8  
FAX238-4605）へ。

日時

場所

申込

テーマ

￥

対象

南保健センターだより ☎293-1222　℻296-2822

歯っ健！口からはじまる健康の秘訣
は けん

第3期「ひらめき脳トレプラス教室」募集

おいしい料理勉強会

認知症予防が中心の複合型介護予防
教室です。１１月5日〜１2月24日の毎週
金曜日、１0〜１１時30分、鴨谷体育館１階
研修室で。全8回出席できる方で要支
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65歳以上
の方が対象。無料。
申１0月4〜8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。初めて参加する方を優先。抽選１0
人(優先校区あり)。

管理栄養士が簡単でおいしくできるご
はんの話と調理実演を行います。
１0月29日(金)１0時〜１１時45分、同セン
ターで。65歳以上で食欲や食事量、体
重の減少を感じる方が対象。無料。
申電話かFAXで住所、氏名、電話番号、
年齢を１0月4〜28日に同センターへ。先
着１2人。

南区広報次のページから広報さかいです 令和3（202１）年１0月１日

肺がん・結核検診、胃がん・大腸がん検診

▷肺がん・結核検診（胸部X線検査）は40歳以上の方が
　対象。たん検査（条件有）も追加で受診可。
▷胃がん（胃部X線〈バリウム〉）・大腸がん（検便）検診は
　50歳以上の偶数年齢の方が対象。大腸がんのみは不可

☆印の日程は同時開催　1月以降の日程は順次お知らせします。 堺市　がん検診

集団検診、無料

申 がん検診総合相談センターへ電話、FAXかインターネットで。
☎230-4616　FAX230-4636＜9～20時＞

検診当日の受付時間は、通知で確認。
医療機関でも受診可能。
詳しくは市ホームページ参照。

完全予約制

教
室
・
相
談
な
ど
の
日
程

事業名 日程 時間 対象・内容

離乳食講習会<予約制・無料> １0月１3日(水)
１１月１0日(水)

①１0：00〜１0：40
②１１：00〜１１：40

5〜6カ月児の保護者が対象。離乳食初期の話、調理
の実演。

生活習慣病予防相談<予約制・無料>

１0月20日(水) 9：30〜１１：00

検査を伴わない健康相談。

食生活相談<予約制・無料> 管理栄養士による生活習慣病予防など食生活につ
いての相談。

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)<無料>

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

精神保健福祉相談<予約制・無料>
１0月１2日(火) １4：30〜１6：30

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。１0月22日(金) １4：00〜１6：00１0月26日(火)

成人の歯科相談<予約制・無料>
１0月 １ 日(金)

１3：30〜１5：30 歯科医師による検診と相談。歯科衛生士による歯みが
き指導。成人・妊婦が対象。親子で歯科相談も可。１0月22日(金)

子どもの歯相談室<予約制・無料>
１0月 4 日(月) 9：30〜１１：00 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）。１0月27日(水) １3：30〜１5：00

ＢＣＧ予防接種<個別通知・無料>
１0月 6 日(水)

9：30〜１１：00 生後5カ月児に個別通知。１歳未満の子どもが対象。１0月27日(水)

赤ちゃんといっしょ<予約制・無料> １0月１5日(金) １0：00〜１１：00 生後4カ月未満の子どもと保護者が対象。
※オンラインに変更する可能性あり。

妊婦教室<予約制・無料> １１月１7日(水) １3：１5〜１5：30 妊婦とその家族が対象(子どもの同伴不可）。

骨粗しょう症予防検診<予約制・有料> １１月１9日(金) 9：１5〜１0：55 １8歳以上が対象。予約受付後に個別通知。

○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。
○難病に関する相談＜無料＞
新型コロナウイルスの影響や天候の悪化などに伴い中止や延期となることがあります。実施の有無については、お問い合わせください。

日程
実施場所

（小学校）

定員 予定
時間

申込
開始日肺がん・

結核
胃がん・
大腸がん

１１月2日（火） 三原台 １１0人
１3：30〜
１5：30

受付中☆１１月１0日（水） 竹城台 55人 25人
9：00〜
１１：00

１１月１6日（火） 三原台 50人
9：00〜
１１：30
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