
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

2月13日㈭＝令和元年
9月16日～30日生まれの乳児
2月20日㈭＝令和元年
10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

2月18日㈫＝平成30年
3月16日～31日生まれの幼児
2月25日㈫＝平成30年
4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

3月4日㈬＝平成29年
9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

2月12日㈬＝平成28年
8月1日～15日生まれの幼児
2月26日㈬＝平成28年
8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 3月5日㈭

人のうごき 令和元年12月末現在（前月比）
人　口 120,285人（－51人）
[男：58,813人（－28人）、女：61,472人（－23人）]
世帯数 56,878世帯（+14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

2月9日㈰ 竹本歯科医院
中垣内2‒15‒1 ☎873･7880

11日㈷
加山歯科医院
南楠の里町14‒26
イーストコート1Ｆ

☎879･6840

16日㈰
たけい歯科
御供田4‒4‒11

ロイヤルメゾン千国
☎873･8020

23日㈷ 北村歯科
浜町1‒13 ☎872･0141

24日㉁
宮本歯科医院
泉町2‒9‒13

メゾンミソラ1Ｆ
☎875･6480

3月1日㈰ 川村歯科医院
四條畷市塚脇町5‒12 ☎878･6588

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･3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･3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

3月₈日㈰ 午前₁₀時～午後₃時頃
いいもりぷらざ

三好長慶公武者行列ｉｎ大東
　飯盛城を居城とし、「織田信長に先駆けた天下人」とも言われている三好長慶
をＰＲするため、武者行列を実施します。甲

かっちゅう

冑などの衣装を着た武者たちが大
東のまちを練り歩きます。また、会場内には飲食ブースなどが立ち並びます。

コース  いいもりぷらざ ▲ ▲ ▲ 東高野街道 ▲ ▲ ▲ 野崎まいり公園 ▲ ▲ ▲ 野崎参道商店街 ▲ ▲ ▲ いいもりぷらざ

問戦略企画室都市魅力観光グループ☎870・0442

　公募の結果、4人が
三好長慶役に決定しま
した。当日は武者行列
の先頭に立ち、隊を鼓
舞しながら歩いていた
だきます。

イベントの主役 三好長慶役が決定しました

ご声援よろしく
お願いします

【大人三好長慶役】藤本産業㈱�代表取
締役社長�藤本和俊さん（中）
【子ども三好長慶役】西尾一歩さん（左）、
八木虹泉さん（右）、河本和士さん

●�市内の個人・団体によるパ
フォーマンス

●徳島県三好市産の物産販売
●大東市産の物産販売
●市内団体による飲食ブース出展
●フリーマーケット、ポン菓子のプレゼント

会場での催し

午前１0時� ステージでの催し
正午� � いいもりぷらざを出発
午後１時１5分� 野崎参道商店街での行列を開始
午後2時１5分� いいもりぷらざに帰着

武者行列 タイムスケジュール
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市立公民館

1日体験ふれあい講座
2月16日㈰

市立公民館のさまざまなサークル活動に体験参加できるお得な１日です。

3月7日㈯ 午後1時
市民体育館

　障害のある人、高齢者、子どももみんなで一緒に参加
できるニュースポーツの祭典。
内障害者スポーツ（ボッチャ）のデモンストレーション、
ニュースポーツの紹介と体験など
対障害者（児）、高齢者、子どもを中心に、市内在住・在勤・
在学者（小学4年生以下は保護者同伴要）
持体育館シューズ　
他手話通訳あり（2月28日までに申込要）
問スポーツ振興課☎870・9１06　 FAX 870・9687

大東市ニュースポーツフェスティバル

　障害のある人もない人も、みんなでスポーツを楽
しみ、健康について考えます。
時 3月22日㈰午前１0時～午後3時　所深北緑地　
内グリーンヨガ、車いすテニスなどの障害者スポー
ツの体験、いくカフェ（輪投げ・スマートボール）など
￥グリーンヨガ、走り方教室、ミズノ流忍者学校：各千円
問深北緑地パートナーズ☎877・747１

無 料

コラボイベント グリーンフェスタ

講座名・サークル名 内容 時間 定員 費用 持ち物

① はじめて「資本論」を読む
（資本論まなぶ会） 通貨について勉強 午前１0時

～ １１時30分
１0人

￥0

筆記用具

② はじめてのうた三線
（八重山うた大哲会大東支部）

三線の基本的な姿勢、
持ち方から学ぶ 6人 三線、バチ（貸出可）

③ やさしい俳句作り（銀河大東俳句会） 俳句の基本や楽しみ方
を学ぶ

午前１0時～正午

１0人 ―

④ 60歳からはじめる水彩画
（ル・スイエル） 室内で静物画を描く １5人 鉛筆、消しゴム、あれば

水彩画道具一式（貸出可）
⑤ はじめての和紙ちぎり絵（あかね会） 「親子まねき猫」を作る １0人 750円 はさみ
⑥ はじめてのギター（大東ギター同好会）ドレミからはじめ、唱歌「ふるさと」を弾く １0人 ￥0 ギター（貸出可）
⑦ たのしい書道（書の会） 毛筆、ペン字を学ぶ

午後１時～ 3時

１0人 300円 書道道具一式（貸出可）
⑧ 女性のための健康麻雀（すずめの集い）卓を囲んで女性だけで交流しましょう 5人

￥0
―

⑨ おとなの絵画教室
（絵画サークルといろ会）

花や果物などの静物画
を描く １0人 鉛筆、消しゴム、あれば

水彩画道具一式（貸出可）
⑩ 暮らしを彩るハーバリウム作り
（ローテローゼ）

インテリアフラワー
「ハーバリウム」を作る 20人 千円 はさみ、持ち帰り用袋

⑪ はじめての日本舞踊（寿々の会） 日本舞踊の基本動作・
姿勢などを学ぶ 午後2時～ 3時 5人 ￥0 くつ下

⑫ はじめてのマジック教室
（大東マジシャンズクラブ）

サイコロ・ロープなど
を使ったマジック 午後2時～ 4時 １0人 200円 ―

他②は小学5年生から、③⑤⑥⑦⑩⑫は小学生以上体験可
申問 2月5日から電話か来館で市立公民館☎873・3522　主催=公民館登録団体連絡会

　今月の表紙は、「インスタグラム大東市
フォトコンテスト～食～」で優秀賞に輝い
た3つの作品を賞品のフォトフレームに
入れて撮影しました。おいしそうな写真
をたくさん投稿していただいたので、み
んなでとても悩みながら選考をしました。

　フォトフレームは、ふるさと納税の返
礼品でもご協力をいただいている「創作
工房一志家具製作所」の手作りです。お気
に入りの写真を入れて、飾っていただけ
るとうれしいです！� （廣）

市内にはおいしい食べ物がたくさん♪ ▼
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