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次のページから広報さかいです

経済センサス-基礎調査
本調査は、総務省が市町村を経由して
実施するもので、調査員が全国全ての事
業所の活動状態を実地に確認し、新たに
把握した事業所などの一部の事業所には
調査票を配布します。

府知事が任命した調査員
が３月までに市内全域を調
査しますので、協力をお願
いします。なお、記入いた
だいた調査票は、統計上の
目的以外に使用することはありません。
(西区役所企画総務課（!２７５―１９０１ !
２７５―１９１５）か企画部調査統計担当（!２２８―
７４５０ !２２２―９６９４）。

1343-5020
FAX343-5025
"仕事と育児の両立について話そう〜仕
事復帰後の生活について〜
育児休業後に仕事復帰する際の不安を
解消するため、育児と仕事の両立に関す
る制度の紹介や経験者の体験談を通し
て、円滑な仕事復帰を支援します。
１月２９日（水）、午前１０〜１１時３０分、西
区役所地下１階会議室で。４月以降に仕
事復帰するパパ、ママと子どもが対象。
無料。
'１月１７日、午前１０時から電話か FAX
で、住所、氏名、電話番号を、同課へ。
西区在住で第１子の育児休業から仕事復
帰する方を優先のうえ、先着１８組。
"親子ルーム
親子で楽しく遊びながら子育ての交流
をしましょう。
２月６・１３・２０・２７日（全４回）、午前
１０〜１１時４５分、西区役所地下１階会議室
で。生後６〜１２カ月の未就園児（２月１
日現在）とその保護者が対象。無料。
'１月１４〜１６日、午前１０時〜午後５時に
電話か FAX で住所、氏名（ふりがな）、
電話番号を、同課へ。抽選１５組。

西老人福祉センターの催し
1２７５-０８５０ FAX２７５-０８６０
いずれも西老人福祉センター（西区鳳
東町６丁６００）大広間で。市内在住の６０歳
以上の方が対象。無料。直接会場へ。先
着各３０人。
&堺コッカラ体操!楽しく体を動かしな

西図書館

子育て支援課だより
"プレママ・パパ＆フレッシュママ・パ
パサロン「マタニティヨガ」
【写真】

助産師によるマタニティヨガを開催し
ます。妊娠初期から後期の方まで受ける
ことができます。ヨガの後の交流会で
は、助産師が妊娠中の楽しみや不安、悩
みについて応えます。
１月２５日（土）、午前９時４５分〜１１時４５
分、ほほえみルーム（西区役所１階正面
玄関横）で 。３５歳 以 上 の プ レ マ マ（ 妊
婦）、プレパパが対象。無料。母子健康
手帳とタオル、飲み物、着替えを持参。
'１月８日、午前１０時から電話か FAX
で住所、氏名（ふりがな）、電話番号を、
同課へ。第１子を出産予定の方を優先の
うえ、先着１０組。

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 １月１〜３・６・２０・２７日（返
却ポストは１月４日、午前９時まで使用
できません）
!〜$は、いずれも西図書館おはなし室
で。無料。直接会場へ。先着各３０人。
!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。
１月４・１８・２５日、２月１日、午後３
〜３時３０分。
"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。
１月９日（木）、午前１１〜１１時３０分。

移動図書館

西区役所１階正面玄関横

未就学児とその保護者や妊婦が交流し
たり、おもちゃで遊んだりできます。気
軽に遊びに来てください。子育て相談に
応じるほか、地域の子育て支援情報も提
供します。開設日時は月〜金曜日（祝休
日を除く）、午前１０時〜正午、午後０時
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対象・内容

体幹ストレッチ教室
自宅でできるストレッチや運動を毎日の生活に取り入れてみま
せんか。運動前後のウォーミングアップやクールダウンなどを学
びます。
１月３１日（金）、午前１０〜１１時３０分、西保健センターで。無料。
動きやすい服装で、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、同センター
へ。先着２５人。

日曜日に胃がん検診・大腸がん検診を実施

離乳食講習会!予約制" 無料
４カ月児健診時も予約可

生後５〜６カ月の子どもの保護者が対象。
１月８日
１０：３０〜１１：３０
離乳食初期の話と調理実演。
２月５日

ＢＣＧ予防接種 無料

１月７日
生後５カ月児に個別通知。１歳未満が対象。
１３：００〜１５：００
１月２８日
受付時間１２：４５〜１３：４０

年齢の方が対象。無料。

赤ちゃん広場 無料

１月６日
第１子で、１カ月健診後〜生後６カ月の子どもとその保護者
１０：００〜１１：３０
２月３日
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。

までにがん検診総合相談センター（!２３０―４６１６ !２３０―４６３６）
へ。

ミックスベジタブル 無料

１月１６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会。
１０：００〜１１：３０
２月２０日
１月は保健師の話。２月は絵本の読み聞かせ。

成人の歯科相談!予約制" 無料

１月２０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。
１月２７日

子どもの歯相談室!予約制"
無料

１月１４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
１月２２日
どもにはフッ素塗布あり（１回限り）。

食生活相談!予約制" 無料

１月７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。
２月４日

１月９日
精神保健福祉相談!予約制" 無料 １月２１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。
１月２８日
一般健康相談（血液検査）

教

時間

２５日（土）１０：００〜１１：３０ 浜寺三光会館

※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。

１月１０日 １３：００〜１６：００ 妊娠５〜７カ月の妊婦が対象。
マタニティスクール!予約制" 無料
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）
１月１７日 １０：００〜１５：００
男性（パパ）も参加可
２回目：妊娠中の食事の話と料理、歯の話と歯科検診
１クール３回
１月２４日 １３：００〜１６：００ ３回目：分娩の経過、先輩ママ・赤ちゃんとの交流会

・ （多胎児サークル）
相

日程

２３日（木）１５：００〜１６：１５ 津久野小学校正面玄関前

１７日（金）１０：００〜１１：００ サンヴァリエ津久野集会所前 ３１日（金）１０：００〜１１：００ サンヴァリエ津久野集会所前

大阪
和泉
泉南
線

事業名

１１日（土）１０：００〜１１：３０ 浜寺三光会館

西保健
センター

※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。

１０：００〜１１：００ 浜寺公園駅前
２２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（木）１５：００〜１６：１５ 津久野小学校正面玄関前

線
阪和 駅
鳳

西区鳳南町４丁４４４―１
!２７１―２０１２ FAX２７３―３６４６

#手話おはなし会
手話で絵本の読み聞かせなどを楽しむ
子ども向けの催しです。
１月１１日（土）、午後３〜３時３０分。
$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します。
１月１５日（水）、午前１０時３０〜５０分、１０
時５０分〜１１時１０分。どちらも同じ内容で
す。赤ちゃんとその保護者が対象。
%読書会のご案内
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。
'電話で同館へ。
"１月のブックフェア
&一般向け!「芥川賞・直木賞だけじゃ
ない賞をとった本たち」 &児童向け!
「わくわくドキドキぼうけんだ 」 &健
康情報コーナー!「冷え性よ、さような
ら」

１月の西区巡回日程

１０：００〜１１：００ 浜寺公園駅前
８日（水）
１３：３０〜１４：３０ 浜寺船尾会館内

４５分〜４時。
"おたのしみデー「心地よい抱っことお
んぶを 」
赤ちゃんもママもしんどい抱っこにな
っていませんか。楽で動きやすく、心地
よい抱っこやおんぶの方法を教えます。
１月１７日（金）、午前１１時〜正午、同ル
ームで。未就学児とその保護者、妊婦が
対象。直接会場へ。

西保健センターつうしん

がら脳を活性化させ、心と体を元気する
体操です。
１月８日、午前１０〜１１時、１月２５日、
午後１時３０分〜２時３０分。動きやすい服
装で。
&介護予防教室!介護の仕方や介護予防
について学びます。
１月３０日（木）、午前１０〜１１時３０分。

７日（火）１４：５０〜１５：５０ 浜寺元町５丁・地車車庫前 ２１日（火）１４：５０〜１５：５０ 浜寺元町５丁・地車車庫前

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

区役所子育てひろば
ほほえみルーム

3

エイズ相談・検査
（無料）。診断書の発行はできません。
１月７日
梅毒・クラミジア
（エイズ検査とセットの場合は無料）。
９：００〜１１：００
２月４日
風しん抗体検査
（対象者条件あり）。
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"
２月１８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

３月８日（日）、午前９時、西保健センターで。５０歳以上の偶数
#電話か FAX で住所、氏名、電話番号、生年月日を、２月２３日

塩分測定器を貸し出します
生活習慣病予防を目的に、家庭の味噌汁やスープなどの塩分濃
度を測定できる塩分測定器を貸し出します。貸出期間は１週間。
無料。
#電話か FAX で住所、氏名、年齢、電話・FAX 番号、貸出希望
日を、西保健センターへ。先着順。

特定健康診査を受けましょう「年に１度は健診を」
市では４０〜７４歳の国民健康保険に加入している方を対象に、特
定健康診査（特定健診）を実施しています。年に１回、受診券を送
付していますので、平成３１年４月以降に特定健診をまだ受けてい
ない方はなるべく早く受診してください。受診期限は、３月末で
す。なお、受診券を紛失した場合は、西保健センターへ問い合わ
せてください。
７５歳以上の方の健診は大阪府後期高齢者医療広域連合が実施し
ます。国民健康保険以外に加入している方は、ご加入の医療保険
者に問い合わせてください。

