
子育て支援課
ホームページ子育て応援アプリ

問北区役所子育て支援課（☎258-6621  FAX 258-6883）
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掲載している内容については、新型コロナウイルス感染状況により中止か延期になる場合があります。

司法書士による休日・夜間無料法律相談会司法書士による休日・夜間無料法律相談会司法書士による休日・夜間無料法律相談会

遺言、相続、内容証明や各種契約
書の作成、帰化申請、建設・産廃業や
宅建業などの営業許可申請、会社設
立などについて相談できます。電話
相談はできません。５月１５日（土）１３
時３０分～１６時（受け付けは１５時３０分

まで）、堺市産業振興センター（中百
舌鳥駅前）セミナー室３で。予約可。
�大阪府行政書士会堺支部（�２３４―
３９９９ �２４７―８１０９）へ。
�同会堺支部か市民人権総務課（�
２２８―７５７９ �２２８―０３７１）

相続・遺言・不動産・成年後見な
どの手続きに関する相談に無料で応
じます。電話相談はできません。５
月１９日（水）１８～２１時、５月２９日（土）
１３～１６時、司法書士総合相談センタ
ー堺（堺東駅前）で。要予約。予約

は、大阪司法書士会堺支部（�０８０―
６２８４―１８７４�土・日曜日、祝休日を除
く�１０～１６時）へ。
�同会堺支部か市民人権総務課（�
２２８―７５７９ �２２８―０３７１）

行政書士による休日無料相談会行政書士による休日無料相談会

移動図書館のご利用を
最寄りの移動図書館を気軽にご利用ください。交通事情により遅れる

こともあります。また、北区以外の日程は、中央図書館へお問い合わせ
ください。�同図書館（�２４４―３８１１ �２４４―３３２１）

府営 浅香山住宅８棟北１４：５０～１５：５０
４日（金）６月 北花田第一公園１３：３０～１４：３０

サンヴァリエ中百舌鳥 集会所前１３：３０～１４：２０３０日（日）

５月

中百舌鳥公園団地内 中央広場１０：００～１１：３０２７日（木）
府営 浅香山住宅８棟北１４：５０～１５：５０

２１日（金） 北花田第一公園１３：３０～１４：３０
中百舌鳥公園団地内 中央広場１０：００～１１：３０１３日（木）
サンヴァリエ中百舌鳥 集会所前１３：３０～１４：２０９日（日）
府営 浅香山住宅８棟北１４：５０～１５：５０

７日（金） 北花田第一公園１３：３０～１４：３０
駐車場所駐車時間日程

■休館日 ５月１０・１７・２４・３１
日、６月１日
■開館時間 火～金曜日�１０～２０
時、土・日曜日、祝日�１０～１８時
■５月のブックフェア
毎月テーマを決めて本の紹介を

しています。展示している本は借
りることができます。
【一般向け】体を動かそう
【児童向け】おいでよ!わんちゃん
■読書会
同じ本を読んで、感想を語り合

いませんか。
いずれも北区役所３階研修室

で。
�同館
�新金岡子どもの本を読む会�本
はエレン・クレイジスの「その魔
球に、まだ名はない」５月１２日
（水）１０時から。費用１００円

�新金岡読書会�本は朝井まかて
の「眩」。６月６日（日）１４時から。
無料
■おはなし会
子ども向けに昔話などの語り聞

かせや絵本の読み聞かせを行いま
す。５月８日（土）１５～１５時３０分、
同館で。無料。抽選７組
■絵本のよみきかせ
赤ちゃんと保護者を対象とした

絵本のよみきかせ会です。５月２０
日（木）１１～１１時３０分、同館で。無
料。抽選７組
■図書館サポーター養成講座
【要申込】
図書館活動をサポートするボラ

ンティアの養成講座を開催しま
す。受講後は図書館で本の修理や
書架整理などの活動にご参加いた
だけます。１５歳以上の方（中学生
を除く）が対象。６月９日（水）１３
～１４時、北区役所３階研修室で。
無料
�５月１９日１０時から来館か電話
で。先着５人

北図書館
��２５８―６８５０
�２５８―６８５１

お話し会お話し会お話し会大人ママ＊人ママ＊人ママ＊

同年代の保護者と子育ての楽
しさや大変さを話したり、友だ
ちを作ったりしませんか。
５月２４日（月）１０～１１時、北区

役所５階キッズルーム（和室）
で。おおむね４０歳以上で就学前
の子ども（１歳以上）を持つ保護
者とその子どもか妊娠中の方が
対象。無料
�５月６日１０時から電話で同課
へ。先着４組

北区に引っ越して来て間もな
い就学前の子どもとその保護
者、妊娠中の方を対象に、地域
について知り、交流を深めるた
めの子育て講座を開催します。
慣れない地域で不安を感じて

いる方、もっと地域のことを知
りたい方、親子ともに友だちを

作りたい方、ぜひ親子でご参加
ください。
今回は０歳児が対象です。５

月１３日（木）１０～１１時、北区役所
５階キッズルーム（和室）で。無
料
�５月６日１０時から電話で同課
へ。先着４組

ようきたね！
北 子育て案内講座

～北区で楽しく＾０＾子育てしよう～

写真をとおしてもっと子育て
を楽しみませんか。スマホで子
どもを撮影するコツをお伝えし
ます。公園あそびの様子を撮っ
てみましょう。今回はパパ向け
に土曜日に開催します。講師は
Photo Copain の Yoko さ

ん。５月２２日（土）１０～１０時５０
分、１１～１１時５０分、光竜寺公園
で。雨天中止。未就学児とその
保護者が対象。スマートフォ
ン、うまく撮れた写真とそうで
ない写真各１枚を持参。参加者
には Yoko さんが撮影した写
真をプレゼントします。
�５月１０日１０時から電話で同課
へ。先着各３組

経済センサス―活動調査にご
協力を
令和３年６月１日を基準日として

経済センサスー活動調査を実施しま
す。全国のすべての事業所と企業が
対象です。
２４時間いつでも利用できるインタ
ーネットか郵送にて回答してくださ

い。
５月中旬から、調査員証を携帯し

た調査員が訪問し、インターホン越
しに調査の説明・依頼をし、郵便受
けに調査票を配布するなど、極力、
接触の少ない方法で調査を行います
ので、ご理解とご協力をお願いしま
す。
なお、記入いただいた調査票は、

統計の目的以外に利用することはあ
りません。
�北区役所企画総務課（�２５８―６７０６
�２５８―６８１７）か政策企画部調査統

計担当（�２３０―４０６２ �２３０―４７２６）

ほっとフォト

令和３年（２０２１年）５月１日２


