
▼防火訪問
住宅火災から高齢の方を守るため、
西区の75歳以上の高齢者世帯を対
象に消防職員が火災予防啓発のチラ
シをポストに投函し、火災予防対策や
住宅用火災警報器の設置状況の確認

をしています。
消防職員が住宅用火災警報器や消火
器を販売することはありませんので、
消防職員の名前をかたった訪問販売
にはご注意ください。

浜寺で多くの社会派小説を書いた山
崎豊子さんの作品「白い巨塔」をテー
マに西区にゆかりの深い作家・久坂
部羊さんと大阪大学名誉教授・仲野
徹さんが作品と医療小説を語ります。
詳しくは、西区 HP（QRコード）参照。
日時  2月23日(祝日)14～16時
場所 西図書館(西区鳳南町4丁444-
1)2階ラーニングスペース

申込 2月3日から直接か電話、FAXで同
館(☎271-2032　FAX271-3002)へ。
先着順。
問 同館か西区役所企画総務課(☎
275-1901　FAX275-1915)

▼プレママ・パパ＆フレッシュママ・パ
パサロン「ハワイアンリトミック」
ハワイアンにアレンジした童謡に合わ
せてゆっくりリトミックフラのダンス
を踊ります。
日時  2月27日(月)10～11時30分
場所 西区役所地下会議室
対象 1歳未満の子どもがいる35歳以
上のママ、パパ
申込 2月6～10日10～17時、電話か
電子申請システムで。抽選。

▼親子でおもいっきりあそぼう！
in家原大池体育館
ふれあいあそびやパネルシアター、パ
ラバルーンなどをします。
日時  3月1日(水)10時30分～11時
30分
場所 家原大池体育館(西区家原寺町
1丁18‐1)小アリーナ

対象 1歳以上の未就園児とその保護
者
持物 飲み物、動きやすい服装
申込 2月13日10時～21日17時、電
子申請システムで。抽選。

子育て支援課 ☎343-5020　FAX343-5025

地域包括支援センター 西基幹型包括支援センター
☎275-0009　FAX275-0140

西保健センター 西区役所２•３階　☎271-2012　FAX273-3646

カミカミ・パクパク離乳食講習会　 要予約

対象 8～11カ月児の保護者
3 月 1 日 9 :30～10:15

10:45～11:30

離乳食講習会　 要予約

対象 ５～６カ月児の保護者
2 月 8 日
3 月 8 日

9 :30～10:15
10:45～11:30

赤ちゃん広場　 要予約

対象 1カ月健診後～4カ月児と保護者
2 月 6 日
3 月 6 日 10:00～11:00

多胎児サークル
対象 就学前の多胎児とその家族、多胎児を妊娠中の方

2 月16日
3 月16日 10:00～11:30

成人の歯科相談　 要予約

対象 16歳以上の方
2 月15日
3 月 1 日 13:30～15:30

子どもの歯相談室　 要予約

対象 赤ちゃん～中学生

2 月 7 日
3 月 7 日 13:30～15:30

2 月15日 9 :30～11:00

食生活相談／生活習慣病予防相談　 要予約 2 月15日
3 月15日 9 :30～11:00

精神保健福祉相談　 要予約 2月9・21・28日 14:00～16:00

エイズ相談／HIV・梅毒・クラミジアのセット検査
肝炎検査／風しん抗体検査／HTLV-1検査
対象者条件あり。HTLV-1検査のみ有料。

2 月 7 日
3 月 7 日 9 :30～11:00

骨粗しょう症予防検診（640円）　 要予約

対象 18歳以上の方
2 月21日 午前

※�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）…通知が届かない方や、転入転出のとき
は保健センターへ。　※育児相談、難病相談もできます。

西老人福祉センター 西区鳳東町6丁600　☎275-0850　FAX275-0860

2月移動図書館� ※交通事情により遅れることがあります
サンヴァリエ津久野集会所前 3・17日 10:00～11:00
浜寺三光会館 4・18日 10:00～11:30
浜寺元町５丁・旧地車車庫前 7・21日 14:50～15:50
津久野小学校正面玄関前 9日 15:00～16:15
浜寺公園駅前

1・15日、3月1日
10:00～11:00

浜寺船尾会館内 13:30～14:30
石津太神社境内前 14:50～15:50

西図書館 西区鳳南町４丁444-1　☎271-2032　FAX271-3002
休館日 2月6・13・20・27日
開館時間 火～金曜日＝10～20時　土・日曜日、祝休日＝10～18時

西消防署 ☎274-0119　FAX271-1122堺市消防局キャラクター
「タッシー」

あなたのまちのココにも自治会

山崎豊子を語る対談イベント

▼赤ちゃんといっしょ＆健康相談
手遊びや絵本の読み聞かせと看護
師・保健師による赤ちゃんの健康相談
をします。
日時  2月15日(水)読み聞かせは10
時25～50分、11～11時25分、健康
相談は10時50分から
場所 同館2階ほんのえき
対象 0～2歳の子どもとその保護者
申込 2月8日から直接か電話で同館
へ。先着順。

▼電子図書館を使ってみよう
日時  2月16日(木)13時30分～14時
30分
場所 同館2階ラーニングスペース

持物 スマホ、貸出カード
申込 2月9日から直接か電話で同館
へ。先着順。

▼おはなしがいっぱい
日時  2月25日(土)14時30分～15
時、15～15時30分、15時30分～16時
場所 同館4階おはなし室
先着順。

▼ふるさと納税「親子で読書」
市内の保育・育児に関わる団体に年
齢別絵本パックの貸出をします。
詳しくは、市 HP（QRコード）参照。

皆さんの地域の自治会は、住みやす
い環境をめざし、住民同士が協力し
ながら活動しています。西区自治連合
協議会「安全・安心のまちづくり」部の
交通安全委員会では、西区役所・西堺
警察署と連携し、区内各所で交通マ
ナー啓発活動を行っています。
自治会活動に興味のある方は 問 へ。
なお、スマホなどで簡単に申し込みが
できる自治会加入フォーム(QRコー

ド)を公開しています。
問 西区役所自治推進課
(☎275-1902　FAX275-
1915)

▼介護予防パネル展
健康づくりを心掛け、加齢に伴う身体
機能の低下を防ぎましょう。

日時  2月6日10時～17日15時
場所 西区役所１階玄関ホール

対象 市内在住の60歳以上の方
先着順。

▼堺コッカラ体操
楽しい音楽と簡単な動きで心と体を
元気にします。動きやすい服装で。

日時  2月8日10～11時、2月25日13
時30分～14時30分

▼マジック教室
日時  2月21日(火)13時30分～14時
30分

新型コロナウイルス感染拡大のため、イベントは変更・中止となる場合があります。開催状況は各問合せ先でご確認ください。

▼健康＆食育パネル展
ナゾトキで健康情報GET！
期間 2月20日10時～28日16時
場所 西区役所1階玄関ホール

▼肺がん・結核検診
日時  3月3日(金)13時30分～15時
30分受付
対象 40歳以上の方(年度内1回のみ

受診可)
胸部エックス線撮影をします。タン検
査希望の方は、2月21日
までに同センターへ
要予約。

ウェスティ 西区鳳東町６丁600　☎275-0120　FAX275-0130
休館日　2月6・13・20・27日

▼ワンコイン映画「オズの魔法使い」
日時  3月16日(木)10～12時、13時
30分～15時30分（各30分前開場）

¥  前売券500円、前売ペア券900円
申込 ウェスティ HP 参照。先着順。

イベント情報は
　　　　こちら →

▼ほほえみルームデビューしよう！
友達ができるか不安な方も安心して
参加できます。
日時  2月16日(木)13時30分～15時
30分
場所 西区役所1階正面玄関横
対象 同ルームの利用が初めての未
就学児とその保護者
申込 2月6～10日10～17時、電話
(☎271-1949)で同課へ。先着順。
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