
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止する場合があります。詳しくはお問合せください。

協力 ： 港区食生活改善推進員協議会（桜栄会）
          ～食育推進のボランティアです～

健康レシピ
4月号

作り方
筍は短冊に切る。しいたけは石づきを取り4つに切る。
にんじんは短冊に切る。ブロッコリーは子房に分ける。ラップをか
けて電子レンジで加熱する。

❶

イカは短冊に切る。げそは適当な大きさに切る。❸
フライパンにごま油をひき、❶を入れて炒め、❸を加えて塩・こしょ
うして炒め、【A】を入れて一煮立ちしたら❷を加え、水溶き片栗粉で
とろみをつける。

❹

❷

栄養価（1人分）／エネルギー：198kcal
　　　　　　　  食塩相当量：2.4g

筍とイカの
中華風炒め物
筍(水煮・ゆでたもの) ・・・ 1本（小）
イ カ  ・・・・・・・・・・・・ 1 杯
し い た け  ・・・・・・・・ 2 個
に ん じ ん  ・・・・・・・・ 4 c m
ブ ロッコリー  ・・・・・ 1 / 2 房
ご ま 油  ・・・・・・・・ 小 さじ 2
塩・こ し ょ う  ・・・・・・少 々

水溶き片栗粉 ・・・ 大さじ1と1/2

中華スープの素・・・ 小さじ1強
水  ・・・・・・・・・・ カップ 1
オイスターソース ・・・ 小さじ2強

材料（2人分）

【A】

特定健診を受けよう

イカは加熱しすぎると固くなるの
で、最後の方に入れます。
イカの代わりに豚肉・鶏肉でも
美味しいです

保健福祉課（保健衛生）
6576-9882

問
合
せ 6572-9514

保健福祉課（保健衛生）
6576-9882

問
合
せ 6572-9514

保健福祉課（保健衛生）
6576-9882

問
合
せ 6572-9514

保健福祉課（地域保健活動）
6576-9968

問
合
せ 6572-9514

港区では、毎年春季・秋季・冬季に各地域にご協力いた
だき、赤十字血液センターによる献血を実施していま
す。皆様のご協力をお願いします。

※生活保護受給者及び市民税非課税世帯の方は自己負担が
免除となります。接種当日に確認できる書類（生活保護受給
者は、保護決定通知書等、市民税非課税世帯の方は介護保
険料決定通知書（保険料段階が1～4段階に限る）等）をご持
参ください。

※すでに高齢者用肺炎球菌ワクチンの接種を受けたことがあ
　る方は対象外となります

春季地域献血実施のおしらせ

生活保護または中国残留邦人支援給付を受給中の方
を対象とした健診です。健康管理のために定期的に受
診しましょう。

大阪市健康診査

高齢者用肺炎球菌予防接種の
お知らせ

特定健診はメタボリックシンドロームに着目した健康診査です。内臓脂肪の蓄積を把握することにより、
糖尿病、高血圧症、脂質異常症などの生活習慣病の予防を図ることができます。

保健福祉課（保健衛生） 6576-9882問合せ 6572-9514

場所 区役所2階各種健康診査 要予約 ※定員になり次第、受付を終了します

種類 対象 費用 日時 地域名 実施日 実施場所 受付時間

が
ん
検
診・骨
粗
し
ょ
う
症
検
診

40歳以上

1,500円

300円

無料
※喀痰検査は400円

骨粗しょう症検診 18歳以上 無料

5月30日（日) 9時30分～10時30分
6月22日（火) 9時30分～10時30分
7月4日（日) 9時30分～10時30分

5月30日（日) 13時30分～14時30分
6月8日（火) 9時30分～10時30分
7月6日（火） 9時30分～10時30分 

予約不要結核健診 15歳以上 無料 4月27日（火）10時～11時
5月10日（月）10時～11時

予約不要
特定健康診査 ※2 国民健康保険加入者

(40～74歳)
後期高齢者医療制度加入者

無料
※受診券と保険証が必要

5月30日（日) 9時30分～11時
6月22日（火) 9時30分～11時
7月4日（日) 9時30分～11時

乳がん(マンモグラフィ検査)

大腸がん(免疫便潜血検査)
肺がん
(胸部Ｘ線検査)(喀痰検査)

※1

予約不要歯科健康相談 無料
6月8日（火) 9時30分～10時30分
6月22日（火) 9時30分～10時30分
7月6日（火） 9時30分～10時30分

5月30日（日) 13時30分～14時30分
6月8日（火) 9時30分～10時30分
7月6日（火） 9時30分～10時30分

令和3年夏頃より、50歳・55歳・60歳・65歳・70歳の男性市民に対し、
前立腺がん検診を実施します。開始日等決まり次第、広報紙等でお知らせします。

保健福祉課（保健衛生）
6576-9882

問
合
せ 6572-9514

※1　がん検診は、取扱医療機関でも受診できます。詳しくは、担当まで。高齢受給者証、後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方、生活保護・市
民税非課税世帯であることがわかる書類をお持ちの方は費用が無料になりますので、当日ご持参ください。詳しくはお問合せください。

※2　特定健診は、取扱医療機関でも受診できます（この場合は予約必要）

10時～11時30分
12時30分～16時三先 三先公園

（雨天時三先小学校）4月22日（木）

池島
八幡屋
港晴

八幡屋商店街
みなと通り側
出入口

10時～16時
（昼続行）5月8日（土）

市岡
南市岡 14時～16時港区役所 1階

検診車スペース5月18日（火）

波除 10時～12時
13時～16時JR弁天町駅前5月21日（金）

10時～12時
13時～16時4月11日（日）弁天 弁天小学校

4月18日（日）磯路 磯路中央公園

10時～16時
（昼続行）5月12日（水）築港 築港交差点　

対象
・令和3年度に次の年齢となる市民の方（カッコ内に生まれた方）　
　65歳（昭和31年4月2日～昭和32年4月1日）
　70歳（昭和26年4月2日～昭和27年4月1日）
　75歳（昭和21年4月2日～昭和22年4月1日）
　80歳（昭和16年4月2日～昭和17年4月1日）
　85歳（昭和11年4月2日～昭和12年4月1日）
　90歳（昭和6年4月2日～昭和7年4月1日）
　95歳（大正15年4月2日～昭和2年4月1日）
　100歳（大正10年4月2日～大正11年4月1日）
・満60歳～65歳未満の方で、心臓、じん臓、呼吸器の機能、
 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障がいを
 有する方（身体障がい者手帳1級相当）

対象 40歳以上の大阪市在住の方で申請時・受診時
に生活保護または中国残留邦人支援給付を受
給中の方

申込 34番窓口に申込書兼同意書を記入して
添付書類とともに提出

助成回数 1回

申込期間 4月1日（木）～令和4年2月15日（火）

検査項目 問診、身長・体重・血圧測定、尿検査、
血液検査等

添付書類 生活保護適用証明書（写し不可、申込書申
請日と同日に発行されたもの）
中国残留邦人本人確認証（写し）

受診方法 申込後、約２週間程度で「受診券」「個人票」
等を送付します。名簿の中から医療機関を
選び、予約をしてから受診してください。

実施期間 受診券がお手元に届いてから令和4年3月31日まで（年度中１回）
検診内容 問診、身体計測、診察、血圧、尿検査、血液検査など

自己負担 4,300円

大阪市国民健康保険にご加入の40歳から74歳までの方 
※75歳の誕生日を迎えた方は 「後期高齢者医療健康診査」の対象者となります

対象

費用 無料

40歳を
こえたら
特定健診を
受けましょう
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増加
港区メタボリックシンドローム該当率推移

健 康

胃がん検診は、令和3年度よりコロナ禍における市民への安心・安全ながん検診の提供を考慮し、区保健福祉センターでの集団による
胃がん検診を廃止し、取扱医療機関のみで実施するこことなりました。
検診受診にあたり配慮が必要な方は事前にご連絡ください。
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【各種申込時の必要事項】　イベント名、郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、年齢（学年）、電話番号（FAX番号）、往復ハガキの場合は返信用宛先 �


