令和３年
（２０
２
１年）
８月１日

開催日

申込開始日時

８月１８日
（水）

８月５日１０時

９月７日（火）

８月２４日１０時

感染症の拡大によりオンラインで開
催することがあります。
"電話か FAX で住所、氏名、電話
番号を同課へ。先着各３組。

$なかよしほっとルーム
あそびの時間
子どもと一緒に手作りの楽器を製作
します。作った後は一緒に楽器で音
を鳴らして楽しみましょう。
１０〜１１時、中区役所
８月２３日（月）
で。未就学児とその保護者が対象。
感染症の拡大によりオンラインで開
催することがあります。
"８月５日１０時から電話か FAX で
住所、氏名、電話番号を同課へ。先
着８組程度。
$子育て講座
大切なからだを子どもにどう伝え
る？
子どもから性について聞かれた時、
子どもが自分の体を大切にできるよ
うに、プライベートゾーンと呼ばれ
る大切な体や性についての伝え方を
学びます。講師は橋本麻美さん。
１０〜１１時、１１時３０分〜
８月３１日（火）
１２時３０分、中区役所で。未就学児と
その保護者、妊婦が対象。感染症の拡
大により中止することがあります。
"８月２４日から中区ホームページ
（２次元コード）か電話、
FAX で住所、氏名、電
話番号、希望時間を同課
へ。先着各３組。

中保健センターつうしん
中保健センター

中区深井沢町２４７０―７（中区役所３・４階）
!２７０―８１００ !２７０―８１０４

８月の日程
事業名（予約制のものは、電話で中保健センターへ）

日程

時間

$カミカミ・パクパク離乳食講習会"予約制 無料#
おおむね９〜１１カ月児の保護者が対象。定員８組。
予約は８月４日から電話か FAX で。

８月２０日

１０：００〜１０：４０

$離乳食講習会"予約制 無料#
５・６カ月児の保護者が対象
４カ月児健診時も予約可

８月１８日

"１０：００〜１０：４０
#１１：１０〜１１：５０

８月１２・２６日

９：３０〜１１：００
（時間指定あり）

８月１７日

９：３０〜１１：００

８月６日

１３：３０〜１５：３０

８月１０・２４日

１３：３０〜１５：３０

８月１６日

９：３０〜１１：００

８月１６日

９：３０〜１１：００

$BCG 予防接種"個別通知 無料#
５〜１１カ月の乳児が対象
５カ月児に個別通知
$子どもの歯相談室"予約制 無料#
１歳６カ月〜３歳１１カ月児はフッ素塗布あり（１回限り）
$２歳の歯科相談"個別通知 無料#
２歳以上３歳未満 通知日に受診できなかった方も予約可
$成人の歯科相談"予約制 無料#
成人・妊婦を対象に歯科検診・相談
$食生活相談／生活習慣病予防相談"予約制 無料#
医師・管理栄養士・保健師による生活習慣病予防などの相談
$検査・相談"無料#
エイズ相談／HIV 検査／HIV・梅毒・クラミジアのセット検査〈無料〉
Ｂ型・Ｃ型肝炎検査"無料#
対象者条件あり
風しん抗体検査"無料#
※診断書発行不可

８月１６日
$精神保健福祉相談"予約制 無料#
８月１２・２３日
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
８月２７日
$胃がん・大腸がん検診（集団検診）
"予約制 無料#
５０歳以上で偶数年齢の方が対象。予約は９月５日まで。
詳しくはがん検診総合相談センターへ。

９月２８日

１５：００〜１６：００
１４：００〜１６：００
１４：００〜１５：００
９：００〜１１：００

◆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）
…個別通知
新型コロナウイルス感染防止対策を徹底したうえで実施しています。乳幼児健診は遅らせ
ず、予定どおり受けましょう。
◆ブックスタート事業として BCG 予防接種時に絵本をお渡ししています。

がん検診を受けられます

がん検診

集団検診の申し込みは、がん検診総合相談センタ 総合相談センター
ーのホームページで受け付けています。がん検診 （!２３０―４６１６ !２３０―４６３６）
ホームページはこちら
に関する問い合わせや相談もできます。
※上記以外の検診、相談について詳しくはお問い合わせください。

３

明るい選挙啓発ポスター作品を募集中

中区役所子育て支援課
中区深井沢町２４７０―７
（中区役所３階）
!２７８―０１７８ !２７０―８１９６
いずれも無料。
$なかよしほっとルーム
入園に向けてのおはなし会
子どもの入園に向けて、園選びをど
うするか、園生活に慣れるか、どこ
に申請すればいいのかなどの疑問を
お持ちの方、子育て支援コーディネ
ーターと話しませんか。
いずれも１０〜１１時、中区役所で。０
〜２歳の子どもを持つ保護者が対
象。子どもの同伴も可。開催日と申
込開始日時は表のとおり。

次のページから広報さかいです

中区だより

一人でも多くの方が政治や選挙に関
心を持ち、進んで投票に参加し、ル
ールに違反することなく公正に選挙
が行われることを「明るい選挙」
とい
います。
現在、
「明るい選挙」
の推進をテーマ
としたポスター作品を募集していま
す。
!応募対象!小・中学校、高校、支
援学校に通う市内在住か在学の児童
・生徒
!応募期限!９月１０日
（必着）
まで
詳しくは、市役所市政情報センタ
ー、区役所市政情報コーナーにある
募集要項か市ホームページ参照。

将来有権者
となる方、
有権者にな
った方が選
挙や政治に
ついて関心
を持つこと
は、とても
大事なこと 堺市選挙キャラクター
です。ぜひ 「にゃんばぁーる」
応募してく
ださい。
#選挙管理委員会事務局（!２２８―
７８７６ !２２８―７８８３）

有価物集団回収報償金 申請は８月中に
２〜７月に実施した古紙や衣類など
の集団回収に対する報償金の申請を
受け付けます。
!受付期間!８月２〜３１日（郵送は
必着、窓口は土・日曜日、祝休日を
除く）
!受付方法!直接か郵送で中区役所
自治推進課（〒５９９―８２３６ 中区深井
へ。
沢町２４７０―７）
郵送する場合は、万一に備えて、配
達状況が記録される特定記録郵便な
どのご利用を勧めます。申請が遅れ
ると報償金の支払いができないこと

があるので、必ず期間内に申請して
ください。
申請方法や新規登録などは、同課
（!２７０―８１５４ !２７０―８１０１）
へ。

オンラインで開催☆親子でフレンチトースト作り
自宅からオ
ンラインで
参加できる
親子クッキ
ングです。
包丁やピー
ラーを使い、ふわとろ食感のフレン
チトーストやシマシマきゅうりのサ
ラダを作ります。食育クイズなど、
親子で楽しめる内容です。８月１６・

２３日、いずれも１０時３０分から、１４時
から、各１時間程度。市内在住の小
学生とその保護者で、インターネッ
トが使える方が対象。無料（通信料
と食材は自己負担）
。
"８月２〜１０日に中区ホームページ
（２次元コード）で。先着
各５組。電話や FAX に
よる受け付けはできませ
ん。

オトナ女子のための健康講座
４０歳を過ぎてから、なんとなく不調
を感じることはありませんか。それ
は更年期症状によるものかもしれま
せん。この講座で、ストレッチなど
更年期と上手に付き合う方法を学び
ましょう。乳がんは更年期の女性に
多いがんです。乳がんの体験談と自
己触診法も紹介します。
１０〜１１時３０分、ソフィ
９月１日（水）
で。お
ア・堺
（中区深井清水町１４２６）

おむね４０〜６０歳の女性が対象。無
料。来場時は必ずマスクを着用。
"８月２日から
電 話 か FAX で
住所、氏名（ふ
りがな）、電話
番号、生年月日
を中保健センタ
ー へ 。 先 着４５
人。

肺がん・結核検診 要予約
$肺がん・結核検診
胸部エック
ス線直接撮
影を表の日
程で行いま
す。いずれ
も１３時３０分
〜１５時３０分
（受付時間は、個別に案内します）
。
４０歳以上の方が対象。無料。要予
約。いずれも車での来場はご遠慮く
ださい。
$たん検査
５０歳以上で喫煙指数（タバコ１日本
数×喫煙年数）が６００以上の希望者
で、
３日間たんがとれる方は、
たん検

査も受けられますので、予約時に申
し出てください。
なお、胸部エックス
線直接撮影と同時検査が必要です。
"表の予約締切日までに、電話でが
ん検診総合相談センターへ。先着各
４０人。
検診日

実施場所

予約締切日
９月１２日（日）

１０月６日（水）久世小学校
東陶器地域会館
１３日（水）
（中区陶器北６６１―３）

１９日（日）

１５日（金）西陶器小学校
２８日（木）深井西小学校

１０月３日（日）

来年
中保健センター １２月２６日（日）
１月２８日（金）

