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堺市社会福祉協議会北区事務所 �２５８―４７００ �２５８―４７７０
北区障害者基幹相談支援センター �２５１―８１６６ �２５０―８８００
北基幹型包括支援センター（高齢者総合相談窓口） �２５８―６８８６ �２５８―８０１０
〈北区役所庁外〉
北第１地域包括支援センター（東浅香山・新浅香山・五箇荘・五箇荘東の各小学校区）

�２４０―０１２０ �２４０―０１２１
北第２地域包括支援センター（東三国丘・光竜寺・新金岡・新金岡東の各小学校区）

�２５２―０１１０ �２５７―２９４１
北第３地域包括支援センター（大泉・金岡・金岡南・北八下の各小学校区）

�２５７―１５１５ �２５７―１５２５
北第４地域包括支援センター（中百舌鳥・百舌鳥・西百舌鳥の各小学校区）

�２７６―３８３８ �２７６―３８００
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北部地域
整備事務所

・大阪メトロ御堂筋線「新金岡駅」2号
出口から東へ約200m
・バス停「北区役所前」下車すぐ

粗大ごみ受付センター �０１２０―００―８４００（携帯電話からは�０６―６４８５―５０４８）／上下水道局お客様センター �０５７０―０２―１１３２ �２５２―４１３２／北部地域整備事務所 �２５８―６７８２ �２５８―６８４３
市税事務所 法人諸税課（軽自動車税に関すること）�２３１―９７４１ �２５１―５６３１／固定資産税課（固定資産税に関すること）�２３１―９７６４ �２５１―５６３３

市民税課（個人市民税に関すること）�２３１―９７５３ �２５１―５６３２／納税課（市税の納税に関すること）�２３１―９７７３ �２５１―５６３４

編集・発行／北区役所企画総務課
月号
第158号

令和元年（2019年） 人 の う ご き

５
●総人口／１５９，３４４人 （２１３人減）
●男／７５，４５７人 （１７６人減）
●女／８３，８８７人 （３７人減）
●世帯数／７０，２８６世帯 （８０世帯増）
●人口密度／１０，２１４人／�
●面積／１５．６０�
平成３１年４月１日推計（ ）内は前月比

企画総務課 �２５８―６７０６
北区教育・健全育成相談窓口 �２５８―６７４８
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�２５８―６８１７

自治推進課 �２５８―６７７９
美化担当 �２５８―６８６５
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�２５８―６８７４

市民課 �２５８―６７１３ �２５８―６９０５
保険年金課 �２５８―６７４３ �２５８―６８９４
〈北保健福祉総合センター〉
生活援護課 �２５８―６７５１ �２５８―６６７８
地域福祉課 �２５８―６７７１
介護保険係 �２５８―６６５１
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�２５８―６８３６

子育て支援課 �２５８―６６２１ �２５８―６８８３
北保健センター �２５８―６６００ �２５８―６６１４

北図書館 �２５８―６８５０ �２５８―６８５１

〒５９１―８０２１
北区新金岡町5丁１番4号
　 kitakiso＠city.sakai.lg.jp
■北区ホームページ
http���www.city.sakai.lg.jp�
kita�index.html

■モバイルさかい北区Web
http���www.city.s
akai. lg. jp�i�kuya
kusho�kita�index.
html

北区区民活動支援コーナー（北区新金

岡町４丁１―８ 新金岡市民センター２

階 �・�２５８―３９１１�月曜日、祝休日は
休館�）では次の催しを行います。
�うたごえ広場
年齢に関係なく、みんなで一緒に、童

謡、唱歌、ナツメロなどを歌うことで、

健康増進と地域交流を進めます。講師は

新金岡コール・トワニーの向坂優子さ

ん、伴奏秋山知査子さんです。

５月２２日（水）、午後２～３時３０分。無

料。飲み物持参。
申 込 ５月８日、午前９時から、直接か

電話、FAXで住所、氏名、電話番号、催し

名を書いて、同コーナーへ。先着５０人。

東雲公園（堺市駅前）で子ども向け自転

車乗り方教室やストライダーレース、大

人も楽しめるワークショップなど、家族

みんなで楽

しめるイベ

ントが行わ

れます。

５月６日

（休日）、午

前１１時～午

後４時、東雲公園

（堺区東雲西町１

丁９）で。無料。

直接会場へ。

詳しくは、イベントホームページ（http�
��www.sakaismile.com）でご覧になれます。
問 合 堺市駅前スマイルファミリーフ

ェスティバル実行委員会（�・�２２４―
４３３４）か自転車企画推進課（�２２８―７６３６
�２２８―０２２０）へ。昨年の様子

同じ校区に住む就学前の親子を対象

に、遊びの提供やサークルを紹介しま

す。同じ年代の子どもを持つ親同士の

交流をとおして、仲間づくりや子育て

の悩みなどを気軽に話し合う場として

参加してください。

校区の民生委員児童委員やボランテ

ィア、保育士、保健師が子育ての相談

にも応じます。

今月は大泉校区で実施します。

５月２３日（木）、午前１０～１１時３０分、大

泉学園体育館で。無料。直接会場へ。
問 合 北区役所子育て支援課（�２５８

―６６２１ �２５８―６８８３）へ。

ボランティアの輪を広げるため、

さまざまなボランティア活動を発表

する「北区ボランティアフェスティ

バル」を開催します。このイベント

に参加するボランティア団体などを

募集します。

８月３１日（土）、午前１０時～午後４

時、新金岡市民センター（北区新金

岡町４丁１―８）で。

募集内容はステージ発表・体験教

室・工作コーナー・ふれあい喫茶・

バザー・活動パネル展示など。

北区で活動するボランティアグル

ープやNPO法人などの市民活動団

体が対象。費用１，０００円。

申 込 堺市社会福祉協議会北区事

務所にある申込書で。受付期間は５

月７～３１日（先着順）。
問 合 同事務所（�２５８―４７００ �

２５８―４７７０）へ。

初めて子育てする参加者同士で悩

みなどを話し合い、テキストとDV

D を使いながら子育てについて学

びます。

５月２４・３１日、６月７・１４日、午

後１時３０分～３時３０分、４回連続の

プログラムです。北区役所５階キッ

ズルーム（和室）で。生後２～５カ月

（平成３０年１２月２４日～平成３１年３月２

４日生まれ）の第１子とその母親が

対象。無料。

申 込 受け付け中。電話で５月１７

日までに子ども家庭支援センター清

心寮「リーフ」（�２５２―３５２１ �２５２―
３５２２）へ。先着２０組。

同年代の方と子育ての楽しさや大変

さを話したり、友達を作ったりしませ

んか。

就学前の子どもを持つおおむね４０歳

以上の保護者（妊婦を含む）とその子ど

もが対象。

５月３０日（木）、午前１０～１１時３０分、

北区役所５階キッズルーム（和室）で。

無料。直接会場へ。
問 合 北区役所子育て支援課（�２５８

―６６２１ �２５８―６８８３）へ。

北区へ引っ越してきた就学前の子ど

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。講座内容は「地域の子育て支援サ

ービスの紹介」や「交流会」です。引っ

越してきたばかりで不安、もっと地域

のことを知りたい、親子で友だちを作

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。

５月３１日（金）、午前１０～１１時３０分、

北区役所５階子育て支援課キッズルー

ム（和室）で。無料。直接会場へ。
問 合 北区役所子育て支援課（�２５８

―６６２１ �２５８―６８８３）へ。

�「イヤイヤ期の子育て」ミニ講座
＆リトミック
子どもの発達や特徴を知り、イヤ

イヤ期を乗り越えるヒントを見つけ

ましょう。後半はリトミック遊びを

行います。

５月２３日（木）、午前１０時３０分～１１

時３０分、北区役所１階大会議室で。

１歳６カ月～就学前の子どもとその

保護者が対象。無料。
申 込 ５月７日、午前１０時から電

話で子育て支援課（�２５８―６６２１ �
２５８―６８８３）へ。先着２０組。

�区役所子育てひろば「ゆめひろ
ば」
ゆめひろば（北区役所５階）では就

学前の子どもとその保護者が気軽に

集い、交流したり、おもちゃで遊ん

だりしています。子育てに関する相

談や、地域の子育て支援情報の提供

を行っています。月～金曜日（祝休

日、年末年始を除く）、午前１０時～正

午、午後０時４５分～４時。就学前の

子どもとその保護者、妊婦が対象。

無料。直接会場へ。


