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磯本龍成 氏
（声楽・テノール）

（堺市新進アーティストバンク登録者）

平 欣史 氏
（声楽・バリトン）

磯本美幸 氏
（ピアノ伴奏）

ゲスト出演者

音楽や踊りで
つながるまちづくり 北区音楽祭北区音楽祭北区音楽祭第６回

７月27日（土）、午後１～３時、北区役所エントランスホール

入場無料
直接会場へ

1-C3-19-0086

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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中央環状線

北図書館

新金岡市民
センター
新金岡市民
センター

新金岡駅

北部地域北部地域
整備事務所整備事務所
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160号

令和元年（2019年） 人 の う ご き

７
●総人口／１５９，３６６人 （３７人増）
●男／７５，４２１人 （１０人増）
●女／８３，９４５人 （２７人増）
●世帯数／７０，４００世帯 （７世帯増）
●人口密度／１０，２１６人／�
●面積／１５．６０�
令和元年６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

�
�
�
�２５８―６８１７

自治推進課 �２５８―６７７９
美化担当 �２５８―６８６５

�
�
�
�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

�
�
�
�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
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健康増進法の一部を改正する法律が施

行され、望まない受動喫煙をなくすとい

う観点から行政機関の庁舎は原則敷地内

禁煙となります。受動喫煙とは他人のタ

バコの煙を吸うことです。立ち上る煙に

は約７０種類の発がん性のある化学物質が

含まれており、区役所に来所される人々

の受動喫煙による健康への影響を考慮

し、７月１日から区役所敷地内を全面禁

煙とします。ご協力いただきますようお

願いします。
問 合 北区役所企画総務課（�２５８―

６７０６ �２５８―６８１７）へ。

�キャップハンディ体験�身体に障害
のある状態を疑似体験することで、障害

への理解を深めます。車いす体験、上肢

障害体験、視覚障害体験、点字器体験、

ユニバーサルデザインの展示（視覚障害

者のための日用品）など。講師はキャッ

プハンディ指導ボランティア・さかい。

�やさしい手話講座�手話で挨拶や自
己紹介を学び、やさしい手話を体験しま

す。講師は、ろうあ者福祉協会東支部・

手話サークル金岡。

�フードドライブ�家庭で眠っている
食品を集め、ふーどばんく OSAKA を

通して、地域の子ども食堂、食の支援が

必要な方、食品を必要とする施設や団体

などに配布します。寄付できる食品は、

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）。

�ボランティア相談コーナー、大和リ
ース社会貢献事業「スマイルプロジェク

ト」展示コーナーも併設。

いずれも、７月１０日（水）、午後１時３０

分～３時３０分（フードドライブは午前１１

時～午後４時）、フレスポしんかな２階

で。無料。直接会場へ。
問 合 社会福祉協議会北区事務所（�

２５８―４７００ �２５８―４７７０）か北区区民活動
支援コーナー（�・�２５８―３９１１）へ。

北区の有権者で投票日当日に投票で

きない方は、北区役所１階大会議室で

期日前投票ができます。ほかの区役所

では投票できませんのでご注意くださ

い。詳しくは、投票所入場整理券に同

封の案内をご覧ください。投票には、

投票所入場整理券をお持ちください。

投票所入場整理券が届かない、また

は、紛失した場合でも選挙人名簿に登

載されていれば投票できますので、投

票所か期日前投票所で係員に申し出て

ください（日程の変更の可能性あり。

広報さかい４ページに関連記事あり）。
問 合 北区選挙管理委員会事務局

（北区役所企画総務課内 �２５８―６７０６
�２５８―６８１７）へ。

第２５回 参議院議員通常選挙

明るい選挙キャラクター
選挙のめいすいくん

◎投票日は
７月２１日（日）、午前７時～午後８時

◎期日前投票・不在者投票は
７月５～１５日、午前８時３０分～午後８時
７月１６～２０日、午前８時３０分～午後９時

区域内の課題解決につなげるため、区

の特性に応じた具体的な施策などについ

て審議する、北区区民評議会を設置して

います。

北区では、評議会での審議内容を踏ま

え、区の事業に反映することで「住みた

くなるまち ずっと永く住み続けたいま

ち」の実現をめざしています。

７月１０日（水）、午後３時から、北区役

所３階３０２会議室で、今年度第１回目の

会議を開催します。会議は公開していま

すので、ぜひ、傍聴にお越しください。
問 合 北区役所企画総務課（�２５８―

６７０６ �２５８―６８１７）へ。

毎年恒例の「北区音楽祭」を開催します。今回は、平成３０年度に開催され

た「北区まちづくりカフェ」（テーマ：音楽や踊りでつながるまちづくり）に

参加した方々“きたコラーボ”によるコラボレーション演奏と、ゲスト出

演者による幅広いジャンルの歌

唱をお楽しみください。

来場の際は公共交通機関利用

にご協力ください。
問 合 北区役所自治推進課（�

２５８―６７７９ �２５８―６８７４）へ。

　　７月１日から
　　区役所敷地内は
全面禁煙となります

　　７月１日から
　　区役所敷地内は
全面禁煙となります

※演目などは変更になる場合があります。

ゲスト出演者演奏
１４：００～

１５：００

�きたコラーボ�による演奏
・花笠音頭
民謡とフラメンコの
異色コラボ�
・静かな湖畔
ハーモニカによる輪唱
・パリシエール
みんなでフラダンス☆
・堺っ子体操
子ども達の体操と生演奏

その他

１３：００～

１４：００

出演者時間

【プログラム】
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和やかな雰囲気の中、北区のまちづ

くりなどについて、参加者同士が自由

に語り合い、交流を深めます。今回は

子どもたちがアイデアを出し合い、北

区を盛りあげる取り組みの創造をめざ

します。

�第１回 会議編

７月２８日（日）、午前１０時～正午。小

学１～３年生の子どもとその保護者

（小学４～６年生の兄弟の参加可）、ま

ちづくりに関心のある方が対象。

�第２回 会議編

８月４日（日）、午前１０時～正午。小

学４～６年生の子どもとその保護者

（小学１～３年生の兄弟の参加可）、ま

ちづくりに関心のある方が対象。

�第３回 企画編

８月１８日（日）、午前１０時～正午。第

１回か第２回に参加した方、まちづく

りに関心のある方が対象。各回とも無

料。筆記用具、飲み物を持参。
申 込 ７月２日、午前９時から直接

か電話、FAXで住所・氏名・電話番

号・学年・参加日を書いて、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、祝日は休館�）
へ。各２０人程度。当日参加も可。

「キャップハンディ体験」と「やさしい手話講座」
参加＆「フードドライブ」へのご協力を！

地震や風水害など災害発生時の、マン

ション等共同住宅における避難生活に焦

点を当てた防災講座を開催します。無料。

直接会場へ。両日とも内容は同じです。

�８月２５日（日）、午後１～３時 イオン

モール堺北花田（北区東浅香山町４丁

１―１２） ３Ｆイオンホール

�９月７日（土）、午後１～３時 堺市産

業振興センター（北区長曽根町１８３―５）

４Ｆセミナー室４

申 込 ７月２日から直接かはがき、電

子メールで住所、氏名（ふりがな）、電話

番号、年齢、参加を希望する日を書い

て、７月１９日（必着）までに、北区役所自

治推進課（〒５９１―８０２１ 北区新金岡町５

丁１―４ �２５８―６７７９ �２５８―６８７４ 電 子
メールk

itajisui@city.sakai.lg.jp）へ。先着各３０人。

定員に達した場合はキャンセル受付を

し、キャンセルが出次第、対象者へ連絡

します。

マンション防災講座
～災害に備えよう～

北区区民評議会


