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次のページから広報さかいです

地域包括

支援センターだより

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 ７月６・１３・２０・２７日
"自宅から電子書籍が使えます
パソコンやスマ
ートフォンから電
子書籍が使える電
子図書館のサービ
スがあります。子
どもが楽しめる絵
本や図鑑、大人向
けのビジネス書など、堺市立図書館
所蔵の電子書籍がいつでも借りて読
むことができます。図書館ホームペ
ージの「電子図書館」からご利用くだ
さい。
"おすすめ電子書籍のご案内
「７０歳からの筋トレ＆ストレッチ」
大渕修一編著 法研
家にこもって運動不足という方へ

移動図書館

西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）
名称

所在地

担当区域（小学校区）

西区浜寺石津町西５丁１１―２１ 浜寺・浜寺東・浜寺石
!２６８―５０５６ !２６８―５０６６
（結いの里内）
津・浜寺昭和

西第２

西区草部５３１
鳳・鳳南・福泉・福泉
!２７１―００４８ !２８４―８８７５
（ウェルフォンテひのき内） 上・福泉東
西区津久野町１丁５―８
アーバンフォレスト１０３

西基幹
西区鳳東町６丁６００
型

津久野・向丘・平岡・
!２６０―５０２２ !２６０―５０３３
家原寺・上野芝
担当区域が
分からない方

西老人福祉センターの催し
1２７５-０８５０ FAX２７５-０８６０
楽しく体を動かしながら脳を活性
化させ、心と体を元気にする堺コッ
カラ体操を開催します。
７月８日、午前１０〜１１時、７月２５

!２７５―０００９ !２７５―０１４０

日、午後１時３０分〜２時３０分、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。動
きやすい服装で、タオルを持参して
ください。先着各１５人。

赤ちゃん広場 無料

平日

（多胎児サークル）
ミックスベジタブル 無料

９：００〜１７：３０

９日（木）１５：００〜１６：１５ 津久野小学校正面玄関前

１０：００〜１１：００ 浜寺公園駅前

１０：００〜１１：００ 浜寺公園駅前

１４：５０〜１５：５０ 石津太神社境内前

１５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

３１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。
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８月１１日

西保健センター移転

鳳保健文化センター（西区鳳南町４丁４４４―１）内にある西保
健センターを西区役所庁舎内に移転します。西保健センター
に来られる際はご注意ください。なお、電話番号や FAX 番
号の変更はありません。

対象・内容

交流の場は中止。随時、保健師・栄養士・歯科衛生士による個
別相談を行っています。

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。
７月１６日
１０：００〜１１：３０
７月は絵本の読み聞かせ、８月は休みです。
８月は休み

７月６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。
成人の歯科相談!予約制" 無料 ７月１３日 １３：３０〜１５：３０
成人・妊婦が対象。親子で歯科相談も可。
７月２７日
子どもの歯相談室!予約制"
無料

７月１４日
歯科医師による検診と相談。１歳６カ月〜３歳１１カ月の子ども
９：３０〜１１：００
７月２２日
にはフッ素塗布あり
（１回限り）。

食生活相談!予約制" 無料

７月７日 ９：３０〜１１：００ 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。

精神保健福祉相談!予約制"
無料

７月９日
７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。
７月２８日

エイズ相談／HIV 検査

７月７日 ９：３０〜１１：００

HIV・梅毒・クラミジアのセット検査。診断書の発行はできま
せん。検査結果は後日西保健センターで渡します。

Ｂ型・Ｃ型肝炎検査 無料

７月７日 ９：３０〜１１：００

過去に検査を一度も受けたことのない方が対象。
検査結果は後日西保健センターで渡します。

風しん抗体検査 無料

７月７日 ９：３０〜１１：００ 対象者条件あり。検査結果は後日西保健センターで渡します。

生活習慣病予防相談!予約制"
無料

７月７日 ９：３０〜１１：００ 保健師などによる生活習慣病などに関する健康相談。

無料

２５日（土）１０：００〜１１：３０ 浜寺三光会館

１１日（土）１０：００〜１１：３０ 浜寺三光会館

７月７日
１３：００〜１５：００ 生後５カ月児に個別通知。１歳未満の子どもが対象。
７月２８日

ＢＣＧ予防接種 無料

１７日（金）１０：００〜１１：００ サンヴァリエ津久野集会所前

３日（金）１０：００〜１１：００ サンヴァリエ津久野集会所前 ２８日（火）１４：５０〜１５：５０ 浜寺元町５丁・地車車庫前

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。
時間

１４：５０〜１５：５０ 石津太神社境内前

大阪
和泉
泉南
線

西区鳳南町４丁４４４―１
!２７１―２０１２ FAX２７３―３６４６
日程

１０：００〜１１：００ 浜寺公園駅前
１日（水）１３：３０〜１４：３０ 浜寺船尾会館内

１４日（火）１４：５０〜１５：５０ 浜寺元町５丁・地車車庫前 ２９日（水）１３：３０〜１４：３０ 浜寺船尾会館内

西保健センターつうしん

健診・相談

７月の西区巡回日程

電話・FAX 番号

西第１

西第３

おすすめの本です。身近なものを使
って家でできる筋トレやストレッチ
を写真で紹介しています。写真を見
ながら体を動かしてみましょう。
"地域資料デジタルアーカイブでむ
かしの堺を体験
堺市立図書館のホームページでは
堺市に関する貴重資料をデジタル化
して公開しています。WEB 版「堺
大観」写真集では、「堺大観」掲載の
古写真と現代の景観を比較していま
す。大鳥大社境内など西区の写真も
地図から探すことができます。図書
館ホームページからご利用くださ
い。
"７月のブックフェア
!一般向け!「人間関係をスムーズ
に」新しい生活様式で変化していく
人との関わり方。付き合いの技やス
トレス解消法、人間関係が鍵となる
小説などを紹介します。
!児童向け!「夏の読書におすすめ
の本」夏に読みたいおすすめの児童
書を集めています。
!健康情報コーナー!「体の不調、
徹底改善」肩こり、腰痛、頭痛など、
ちょっと気になる体の不調を改善す
るために役立つ本を紹介します。

西図書館

加齢とともに、心身の活力（身体
的機能や認知機能）の低下が見られ
る状態で、健康な状態と要介護状態
の中間的な段階のことをフレイルと
いいます。
フレイルを予防するためには、
「あるく（身体活動）」
「しゃべる（社会
参加）」
「たべる
（食生活・口腔機能）」
ことがうまく循環することが大切で
す。加齢に伴うさまざまな身体機能
の低下は、日ごろの生活に体操【写
真】などを取り入れ、
健康づくりを心
がけることで防ぐことができます。
「大切なあ・し・た」のために、今日
からできることをはじめ、自分らし
い自立した生活をめざしましょう。
下表の地域包括支援センターで
は、介護・医療・福祉・健康の悩み
や困りごとに対して、専門スタッフ
が支援を行います。「介護はまだ受
けたくないけど、ちょっと運動がで
きるところを教えてほしい」
「介護保
険を利用するにはどうしたらいいで
すか」などの質問があれば、気軽に
ご相談ください。パンフレット【写
真】
も配布しています。

3

受付
骨粗しょう症予防検診!予約制"
検診と結果説明。医師・管理栄養士と保健師による相談。
７月２１日 ９：００〜９：１５
有料
検診時間は１時間程度かかります。
１０：００〜１０：１５
上表以外にも次の健診・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。※育児相談 ※難病に関する相談 ※HTLV-１検査
（有料） ※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

肺がん・結核検診
日程

実施場所

受付時間

７月２０日（月）

西保健センター

９：００〜１１：００

胸部エックス線撮影を行いま
す。４０歳以上の方が対象。無
料。直接会場へ。肺がん検診に
たん検査（無料）の追加を希望す
る方は７月１０日までに予約が必
要。詳しくは、がん検診総合相
談センター（!２３０―４６１６ !２３０
―４６３６）へ。
肺がん・結核検診の受診は、
４月１日から来年３月３１日の間
で１回のみ受診可。

赤ちゃん広場
初めてお母さんになった方同士で交流する「赤ちゃん広場」は、
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当面の間、中止しま
す。
赤ちゃんのことで悩みや不安など、相談したいことがある方
は、助産師・保健
師・栄養士などが
個別相談に応じま
す。月〜金曜日
（祝休日を除く）、
午前９時〜午後５
時３０分、西保健セ
ンターで。

