
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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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。�中央図書館（�２４４―３８１１ �２４４―３３２１）

中百舌鳥公園団地内 中央広場１０：００～１１：３０５日（木）８月
府営 浅香山住宅８棟北１４：５０～１５：５０３０日（金）

７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１３：３０～１４：２０２５日（日）
中百舌鳥公園団地内 中央広場１０：００～１１：３０２２日（木）
府営 浅香山住宅８棟北１４：５０～１５：５０１６日（金） 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１３：３０～１４：２０１１日（日）
中百舌鳥公園団地内 中央広場１０：００～１１：３０８日（木）
府営 浅香山住宅８棟北１４：５０～１５：５０２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 ７月５・１２・１９・２６
日、８月２日
■開館時間 火～金曜日�１０～２０
時、土・日曜日、祝日�１０～１８時

新型コロナウイルス感染症対策
を行って開館しています。行事
は中止になることがあります。

■７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】青色、集めました
【児童向け】夏休みに読んでみよう
■読書会
同じ本を読んで、感想を語り合

いませんか。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」７月１４日
（水）１０時から。費用１００円。
■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。７月１５
日（木）１１～１１時３０分。同館で。無
料。抽選７組。
■子ども司書養成講座
身近な人に読書の楽しさを伝える

「子ども司書」になるための講座で
す。本の紹介文の書き方を学び、紹
介カードを作成します。講師は三宝
小学校の山之口綾子さんです。
８月５日（木）１１～１２時。同館

で。無料。区内在住・在学の小学
４～６年生対象。
�７月８日１０時から電話か直接同
館へ。先着５人。

北図書館
��２５８―６８５０
�２５８―６８５１

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。７月１６日
（金）１０～１１時、北区役所５階キッ

ズルーム（和室）で。就学前の子ど
ものいるおおむね４０歳以上の保護
者（妊婦を含む）とその子ども（１
歳以上）が対象。無料。
�７月２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～

家庭で眠っている食品を捨てないで持ち寄り、子ども食堂や福祉事業な
どに寄付する活動です。
対象は米、乾麺、インスタント食品、レトルト食品、食用油、調味料、

缶詰、菓子類など（常温保存・未開封で賞味期限まで１カ月以上あるもの）
です。生鮮食品、冷凍食品、アルコ
ール飲料は受け付けできません。
７月５日～１２日（土・日を除く）９

時３０分～１７時。堺市社会福祉協議会
北区事務所（北区役所１階）にご持
参ください。
�堺市社会福祉協議会 北区事務所
（�２５８―４７００ �２５８―４７７０）

ほっとフォト
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
を撮影する際のコツをお伝えしま
す。
今回はパパ向けに土曜日開催し

ます。講師は Photo Copain の
Yoko さん。７月１７日（土）１０～１０

時５０分、１１～１１時５０分。北区役所
５階キッズルーム（和室）で。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。
�７月２日１０時から電話で同課
へ。先着各３組。

北区へ引っ越して間もない就学
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、交流を深めることを目的に子
育て講座を開催します。
慣れない地域で不安、もっと地

域のことを知りたい、親子とも友
だちを作りたいという方、ぜひご

参加ください。親子で参加できま
す。今回は０歳児が対象です。
７月８日（木）１０時～１１時、北区

役所５階キッズルーム（和室）で。
無料。
�７月２日１０時から電話で同課
へ。先着４組。

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。

北区の子ども食堂を応援するフードドライブへのご協力を！
～「もったいない」を「ありがとう」に～

「北区の良いところってどこ？」そう聞かれてたくさ
ん答えられたら誇らしいですね。北区役所では「地域の
魅力を伝え合う街」となるよう、さまざまな取り組みを
進めます。インスタグラムなどを通じて素敵な写真や
貴重な思いを発信していただくこともその一つです。
�北区役所企画総務課（�２５８―６７０６ �２５８―６８１７）

北区みんなのまちビジョンを
ちょっと紹介
「基本方針３ みんなで魅力をつくる・
発信する街」について

そのその33

昨年度のフードドライブに
寄付をいただいた食品

令和３年（２０２１年）７月１日２


