
母子保健事業　地域保健課☎874･9500

4か月児
健康診査
午前9時10分～
10時30分

9月12日㈭=平成31年
4月16日～30日生まれの乳児
9月19日㈭=令和元年
5月1日～15日生まれの乳児

1歳10か月児
健康診査
午後1時15分～
2時30分

9月10日㈫=平成29年
10月16日～31日生まれの幼児
9月17日㈫=平成29年
11月1日～15日生まれの幼児

2歳6か月
歯科教室
午後1時15分～
2時30分

10月2日㈬=平成29年
4月1日～30日生まれの幼児
フッ素塗布、口腔衛生指導、育児・発達面の相談など
フッ素塗布代300円（希望者）
母子健康手帳、仕上げ磨き用歯ブラシ、コップ

3歳6か月児
健康診査
午後1時15分～
2時30分

9月11日㈬=平成28年
3月1日～15日生まれの幼児
9月25日㈬=平成28年
3月16日～31日生まれの幼児

離乳食講習会
午後1時30分～3時 10月3日㈭

人のうごき 令和元年7月末現在（前月比）
人　口 120,365人（－49人）
[男：58,865人（－31人）、女：61,500人（－18人）]
世帯数 56,685世帯（+6世帯）

歯科休日診療　診療時間 午前9時～正午
※ 変更になることがありますので、必ず事前に電話して
から受診してください

9月1日㈰ 西田歯科
四條畷市楠公1‒15‒8 ☎877･7001

8日㈰ 橋本歯科クリニック
栄和町1‒22 ☎871･0102

15日㈰ 青木歯科医院
北条1‒20‒27 ☎878･6623

16日㈷ 大東歯科医院
太子田1‒11‒6 ☎869･3333

22日㈰ 学園町ヤマダ歯科クリニック
学園町3‒14 ☎814･7188

23日㈷
新井歯科
赤井1‒5‒4

ラプラス住道2Ｆ
☎870･8249

29日㈰
吉野歯科医院
三箇3‒6‒4
メゾン山口1Ｆ

☎874･7001

10月6日㈰ たいじ歯科医院
四條畷市楠公1‒11‒48 ☎803･4618

四條畷保健所　☎878･1021
こころの健康相談

統合失調症、うつ病、依存症（アルコール、薬物、ギャ
ンブルなど）などの精神的な病気、ひきこもりなど （予約制）
結核・指定難病・小児慢性特定疾病などの相談

肝炎検査（無料） 第2火曜日（予約制）
午前9時30分～10時30分

HIV・梅毒
即日検査（無料）

第1月曜日
午前9時30分～10時30分

（結果は即日、要確認検査の場合は1週間後）
※希望者には梅毒即日検査も実施

骨髄ドナー登録（無料） 第1月曜日（予約制）
午前9時30分

飲料水（井戸水）の検査（有料） 毎週火曜日
（飲料水は一部予約制）
（寄生虫卵は予約制）
午前9時30分～11時30分

検便（腸内細菌）（有料）
検便（寄生虫卵）（有料）

医療機関などに関する相談
毎週月～金曜日（祝日を除く）
午前9時15分～午後0時15分・

午後1時～4時
※犬・猫のご相談は府動物愛護管理センター四條畷支所です
　☎862･2170

10月14日㈷ 午前9時～午後3時（予定）

大東スポーツカーニバル
　体育の日に「スポーツしよう！いい汗ながそう！」をテー
マに、徒競走や綱引きなどの大運動会や測定会を行います。
　また、焼きそば、スーパーボールすくいなどの模擬店や
健康朝市も出店します。誰でも気軽に楽しめますので、ぜ
ひご参加ください！
持体育館シューズ　他当日参加可。参加賞あり。
台風などで開催が危ぶまれる時は大東市体育協
会のホームページでご確認ください

種　目 場　所
①大運動会 市民体育館大体育室

※募集人数は千人程度
②健康測定 四条中学校体育館
③体力測定 市民体育館小体育室・北側広場
④子どもの足の測定 市民体育館会議室⑤歩行姿勢測定
※ 種目により終了時間が異なりますのでご注意ください
申問 9月30日までに種目、チーム名、参加者氏名、代表
者連絡先を書いてメールかファクスで大東市体育協会
☎871・9376　 FAX 871・3202　 daito-taikyo@dsk.zaq.
ne.jp

9月29日㈰～ 12月14日㈯

大東市民体育大会 秋の部
対 9月1日現在で市内在住・在勤・在学のアマチュア競技者
他大会要項、参加申込書は体育協会事務局（市民体育館内）とスポーツ振興
課（市民会館5階）で配布（体育協会ホームページからもダウンロード可）。
詳しくは大会要項をご覧ください。大会中に発生した事故・傷害について
は、応急処置は運営者側で行いますが、以後の責任は負いません
申問体育協会事務局☎871・9376（電話や郵送での申込不可）　
主催＝市教育委員会

名　称 日　時 場　所
柔道の部 9月29日㈰ 市民体育館

テニスの部
10月6日、13日、
20日、27日
（いずれも日曜日）

市立テニス
コート

ゲートボー
ルの部

10月27日㈰（予備
日11月10日㈰） 中垣内浜公園

卓球の部 11月3日㈷

市民体育館
バスケット
ボールの部

11月4日㉁・
12月14日㈯

剣道の部 11月10日㈰
空手道の部 11月17日㈰
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10月27日㈰

タイトル 時間 内容 講師 対象／定員 費用

①
かぼちゃのハロ
ウィン王冠をつ
くろう!

Ⓐ午前10時30分
Ⓑ午後1時30分
（各1時間程度）

画用紙で作ったカボ
チャの王冠をかぶっ
てみませんか?

デザインスクール
テントforKIDS・
平愛子さん

幼児以上（はさみが使
用できない場合は保
護者同伴要）
各先着16人

300円

②
キーワードでト
リック・オア・ト
リート

午前10時～午後
3時

隠された文字を探し
てお菓子をもらおう ―

中学生以下（小学2年
生以下は保護者同伴
要）

200円

③ おばけ的当て
ゲーム

おばけの的にボール
をぶつけて倒そう！

協力：アクロス
ボランティア ―

無料

④ プチ工作&
ブックコーナー

黒ねこのおめん作り
と、ハロウィン本の
展示

中央図書館員
先着60人
（材料がなくなり次第
終了）

⑤ おりがみ
コーナー

ハロウィンの折り紙
を折ろう！

協力：おりがみ
サークルローズ

材料がなくなり次第
終了

⑥ 写真撮影
コーナー

ハロウィンイベント
の記念に撮影 ―

⑦ おたのしみ
短編アニメ上映会

上映作品は当日来て
からのお楽しみ
（上映時間は25分）

―

申①10月6日から市立公民館（☎873・3522）に電話②10月6日（必着）までに往復はがきにイベント名、郵
便番号、住所、電話番号、氏名（ふりがな）、年齢、返信用宛名を書いて、〒574-0037新町13-30総合文化
センター「ハロウィン」係（きょうだいで参加する場合のみ連名申し込み可）または、右記QRコードか
ら申し込み。③～⑦は申し込み不要
他詳しくは総合文化センターおよび市内公共施設設置のちらしをご覧ください
問総合文化センター☎873・0030

総合文化センター（サーティホール・公民館・中央図書館）主催事業、生涯学習センターアクロス連携

総合文化センター

ハロウィン☆おたのしみデイ2019

10月22日㈷
マイクロバスで行く
親子でアウトドア体験教室
～君も名探偵！お宝探し＆
ドラム缶でピザ作り～

●集合場所＝野崎青少年教育センター　内方位磁
石を使った宝探しゲーム、ピザ作り　対市内の小
学生と保護者　定先着25人　￥500円
申問9月24日～10月5日に参加費を添えて野崎青少
年教育センター☎877・7585

野崎青少年教育センター
午前9時30分出発（雨天決行）

  「だいとう」5月号で募集した「ダイト
ンを描こう～ダイトンと過ごす夏～」
に多くの応募をいただきました！今回
はアクロスで開催した「アクロスdeサ
マーフェスタ」とのコラボレーション
もあり、たくさんのすてきな作品が集
まったので、選考にとても悩みました。

その中で、最も夏らしい作品を最優秀
作品にしました。どの作品もいいもの
ばかりでしたので、惜しくも最優秀賞
を逃した人も次回の「ダイトンと過ご
すハロウィーン」にぜひご応募くださ
い。お待ちしています！（9ページに関
連記事あり） （廣） ▲皆さんから応募いただいた作品
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