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次のページから広報さかいです

ウェスティ

イベント情報

司法書士による
休日・夜間無料法律相談会

西区鳳東町６丁６００ !２７５―０１２０
#休館日"１１月５・１１・１８・２５日$ !２７５―０１３０

次の催しを行います。内容や申込方法
などは、ウェスティホームページ参照。
"陶芸体験教室「干支の置物作り」
１１月１６日（土）、午前１０時〜正午、午後
１時３０分〜３時３０分。費用中学生以上
２，
８００円、５歳児以上１，
７００円、親子ペア
４，
０００円。先着各
（大人・子ども各１人）
２５人。
"ウェスティ陶芸サークル作品展【写
真】
１１月１６・１７日、
午前１０時〜午後５
時、２階ギャラリ
ーで。観覧無料。
直接会場へ。

"歓びで歌をつなぐ第九コンサート
【写真】
１２月２２
日（日）、
午後２時
開演。前
２００円。当日券は３００円増し。
売券１，
"迎春フラワーアレンジメント教室
１２月２８日（土）、午後１時３０分〜３時３０
分。費用中学生以上２，９００円、小学生
２，
４００円。先着２８人。
"文化講座の受講生を募集
!ドラム塾 !こども硬筆 !ヴァイ
オリン塾 !骨盤ピラティス !リトミ
ック教室 !ダンス＆ボーカルスクール

ひらめき脳トレプラス教室
認知症予防を中心に運動や口の機能向
上、元気を保つ食生活について学びま
す。有酸素運動や読み書き計算などの知
的プログラム、口腔ケア、口の体操、食
生活ワンポイントアドバイスなどを行い
ます。
１２月５日〜来年２月２７日の年始を除く
木曜日（全１２回）、午前９時３０分〜１１時３０
分、西保健センターで。６５歳以上で全回

〜楽しく通って
アタマもカラダも元気に〜

参加でき、介護認定を受けていない方が
対象。無料。４月１日から来年３月３１日
の間で１回のみ参加可。
"電話か FAX で住所、氏名、生年月
日、電話番号を書いて、１１月５〜１５日に
同センター（!２７１―２０１２ !２７３―３６４６）
へ。初めて受講する方を優先のうえ、抽
選２０人。

相続、遺言、不動産、成年後見などの
手続きについて相談できます。電話相談
はできません。
１１月２日、午後１〜４時、１１月２０日、

西図書館
からのお知らせ
西区鳳南町４丁４４４―１ 鳳保健文化セン
ター４階 !２７１―２０３２ !２７１―３００２
開館時間
火〜金曜日!午前１０時〜午後８時
土・日曜日、祝日!午前１０時〜午後６時
休館日 １１月１１・１８・２５日、１２月２・３
日
"おはなし会
子ども向けの昔話の語り聞かせや絵本
の読み聞かせなどを楽しむ催しです。
１１月２・９・１６・２３・３０日、午後３〜
３時３０分、西図書館おはなし室で。無
料。直接会場へ。先着各３０人。
"あつまれ 絵本のお部屋♪
幼児向けの絵本の読み聞かせです。
１１月１４日（木）、午前１１〜１１時３０分、西
図書館おはなし室で。無料。直接会場
へ。先着３０人。

移動図書館

オトナのためのお口の健康教室
口の健康づくりについて実践的に学び
ます。歯周病と全身の関連についての話
や効果的な歯磨き実習、口の体操などを
行います。教室を修了した方は、歯や口
の健康づくりボランティアグループの西
８０２０メイト会へ参加できます。
日程

６日（水）１３：３０〜１４：３０ 浜寺船尾会館内
１４：５０〜１５：５０ 石津太神社境内前

９日（土）１０：００〜１１：３０ 浜寺三光会館
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対象・内容
妊娠５〜７カ月の妊婦が対象。
１回目：赤ちゃんを迎える準備・もく浴実習（パパの参加可能）
２回目：妊娠中の食事の話と料理、歯の話と歯科検診
３回目：分娩の経過、先輩ママ・赤ちゃんとの交流会

１１月６日
５〜６カ月の子どもの保護者が対象。
１０：３０〜１１：３０
離乳食初期の話と調理実演。
１２月４日

ＢＣＧ予防接種 無料

１１月５日
生後５カ月児に個別通知。１歳未満が対象。
１３：００〜１５：００
受付時間１２：４５〜１３：４０
１１月２６日

赤ちゃん広場 無料

１１月１１日
第１子で、１カ月健診後〜生後６カ月までの子どもとその保護
１０：００〜１１：３０
者の交流会。希望者には保健師や助産師などによる個別相談。
１２月２日

ミックスベジタブル 無料

１１月２１日
就学前の多胎児とその家族、多胎児を妊娠中の方の交流
１０：００〜１１：３０
会。１１月は栄養士の話。１２月はクリスマス会。
１２月１９日

成人の歯科相談!予約制" 無料

１１月１１日
歯科医師による検診と相談。歯科衛生士による歯磨き指導。
１３：３０〜１５：３０
成人・妊婦が対象。親子で歯科相談も可。
１１月２５日

子どもの歯相談室!予約制"
無料

１１月１２日
歯科医師による検診と相談。１歳６カ月〜３歳１１カ月の子
９：３０〜１１：００
どもにはフッ素塗布あり（１回限り）。
１１月２７日

食生活相談!予約制" 無料

１１月５日
９：００〜１１：００ 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。
１２月３日

１１月１４日
精神保健福祉相談!予約制" 無料 １１月１９日 １４：００〜１６：００ 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。
１１月２６日
一般健康相談（血液検査）

教

長承寺

西区役所
おおとり
ウイングス

離乳食講習会!予約制" 無料
４カ月児健診時も予約可

・ （多胎児サークル）
相
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日程

１１月８日 １３：００〜１６：００
マタニティスクール!予約制" 無料
男性（パパ）も参加可
１１月１５日 １０：００〜１５：００
１クール３回
１１月２２日 １３：００〜１６：００

２９日（金）１０：００〜１１：００ サンヴァリエ津久野集会所前

※交通事情により遅れることもあります。
※西区以外の巡回日程などは中央図書館（!２４４―３８１１ !２４４―３３２１）へお問い合わせください。
※図書館ホームページでもご覧になれます。

言語聴覚士講話「お口の機能を学びましょう」

※駐車スペースが少ないため、公共交通機関をご利用ください。

２１日（木）１５：００〜１６：１５ 津久野小学校正面玄関前

７日（木）１５：００〜１６：１５ 津久野小学校正面玄関前 ２３日（祝日）１０：００〜１１：３０ 浜寺三光会館

歯科医師講話「歯周病予防のはなし」
歯科衛生士講話「元気な歯や口を保つために」

西区鳳南町４丁４４４―１
!２７１―２０１２ FAX２７３―３６４６

１０：００〜１１：００ 浜寺公園駅前
２０日（水）１３：３０〜１４：３０ 浜寺船尾会館内

１４：５０〜１５：５０ 石津太神社境内前

西保健センターつうしん

事業名

１１月の西区巡回日程

１０：００〜１１：００ 浜寺公園駅前

個別に案内（おおむ 歯科健診
１１月２８日（木）
ね１３：３０〜１６：００） 個別の歯磨き実習
１２月４日（水） １３：３０〜１５：３０

"赤ちゃんといっしょ〜親子のための
おはなし会〜
手遊びや絵本の読み聞かせを行いま
す。
１１月２０日（水）、午前１０時３０〜５０分、午
前１０時５０分〜１１時１０分、西図書館おはな
し室で。どちらも同じ内容です。赤ちゃ
んとその保護者が対象。無料。直接会場
へ。先着各３０人。
"読書会
同じ本を読んで、感想を語り合いませ
んか。本は図書館で用意します。
毎月第２金曜日、午前１０時３０分〜午後
０時３０分、西図書館３階会議室で。無料。
"電話か直接で同館へ。
"１１月のブックフェア
!一般向け!「お金のはなし」
!児童向け!「外国語絵本を楽しもう」
（国際ソロプチミスト堺から寄贈された
外国語絵本を展示します）
!健康情報コーナー!「風邪に負けな
い 」

５日（火）１４：５０〜１５：５０ 浜寺元町５丁・地車車庫前 １９日（火）１４：５０〜１５：５０ 浜寺元町５丁・地車車庫前

内容

１１月２２日（金） １３：３０〜１５：３０

午後６〜９時、司法書士総合相談センタ
ー堺（堺東駅前）で。要予約。予約は大阪
"土
司法書士会堺支部（!０８０―４２３３―４０４０
・日曜日、祝休日を除く、午前１０時〜午
後４時#）へ。
#同会堺支部か市民人権総務課（!２２８
―７５７９ !２２８―０３７１）。

１日（金）１０：００〜１１：００ サンヴァリエ津久野集会所前 １５日（金）１０：００〜１１：００ サンヴァリエ津久野集会所前

日程は表のとおり。原則全回参加でき
る方が対象。無料。
"電話か FAX で氏名、電話番号、生
年月日を書いて、西保健センター（!２７１
―２０１２ !２７３―３６４６）へ。先着２０人。

時間

3

エイズ相談・検査
（無料）。診断書の発行はできません。
梅毒・クラミジア
（エイズ検査とセットの場合は無料）
１１月５日
９：００〜１１：００
風しん抗体検査
（対象者条件あり）
１２月３日
結果は後日保健センターで渡します。

受付
検診と結果説明。医師・管理栄養士と保健師による相談。
骨粗しょう症予防検診!予約制"
１２月１７日 ９：００〜９：１５
検診時間は１時間程度かかります。
有料
１０：００〜１０：１５
他にも次の健診・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）
…個別通知します。転入転出のときは保健セ
ンターへご連絡ください。※育児相談 ※アレルギー・ぜん息予防教室 ※難病に関する相談 ※調理従事者などの
検便（腸内病原菌）検査受付
（有料）
…月〜金曜日
（年末年始、祝休日を除く）
、９：００〜１１：００

１１月８日は「いい歯の日」。歯や口の健康も大切にしましょう
健康な歯ぐきは、奇麗なピンク色で引き締まっていますが、歯
周病になると、ブヨブヨと赤く腫れぼったくなってきます。定期
的な歯科検診と毎日の丁寧で効果的な歯磨きにより歯周病は予防
できます。奇麗な歯と歯ぐきで、さわやかな気
持ちのいい笑顔をめざしましょう。西保健セン
ターでは、歯と歯ぐきの健康チェックが受けら
れる「成人の歯科相談」を左表のとおり実施して
います。この機会に受けてみませんか。

胃がん・大腸がん検診
１２月８日（日）、午前９〜１１時受け付け、西保健センターで。５０
歳以上の偶数年齢の方が対象。無料。大腸がんのみの受診は不
可。
#１１月２４日までにがん検診総合相談センター（!２３０―４６１６ !
２３０―４６３６）へ。

おいしい調理講演会
年齢とともに食事の量が減ったり、食事の支度が面倒になって
偏った食事になったりすると、体に必要な栄養が不足します。い
つまでも元気で過ごすための食事について調理実習をとおして学
びます。講師は管理栄養士・時岡奈穂子さんです。メニューは、
豚肉と白菜のかさね煮、豆腐田楽、チンゲン菜ときのこの卵と
じ、ミルクぜんざいの予定です。
１１月２８日（木）、午前１０時〜午後１時３０分、西保健センターで。
おおむね６５歳以上の方が対象。無料。エプロン、三角巾、筆記用
具を持参。
#１１月５〜１８日に電話か FAX で住所、氏名、年齢、電話番号
を書いて、同センターへ。先着２０人。

スリムアップ教室
運動を始めたいけど、どうしたらいいかわからない、なかなか
続けられないという方、美しい姿勢や健康的な体づくりについて
学びます。
１１月２９日（金）、午前１０〜１１時３０分、西保健センターで。西区在
住で２０〜おおむね６４歳以下の方が対象。無料。運動しやすい服装
で、運動靴、タオル、飲み物を持参。
#電話か FAX で住所、氏名、年齢、電話番号を書いて、同セ
ンターへ。

