
脈々と引き継がれ 令和に集う盆踊り
　　　  ８月14日（水）・15日（木）※雨天の場合、予備日は16日（金）

９月1日（日）午前10時～午後４時
イオンモール堺北花田

※両日とも神社周辺の道路は終日交通規制を行いますので、公共交通機関をご利用ください。

金岡町金岡町金岡町金岡町 盆踊り
　 大会
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盆踊り
　 大会

■主催／北区子育てフェスタ実行委員会　■協力／イオンモール堺北花田

■時間
　１回目　午前10時30分～
　２回目　午後１時30分～
■場所
　イオンモール堺北花田
　センターコートステージ
　１回目のみ、優先入場を
行いますので、ご希望の方
は午前10時までにイオンモ
ール１階「11モール出入口」

にお並びください。先着150名様まで。
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■主催／北区子育てフ スタ実行委員会 ■協力／イオンモ ル堺北北

北区子育てフェスタ北区子育てフェスタ北区子育てフェスタ
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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161号

令和元年（2019年） 人 の う ご き

８
●総人口／１５９，４２０人 （５４人増）
●男／７５，４５４人 （３３人増）
●女／８３，９６６人 （２１人増）
●世帯数／７０，４４７世帯 （４７世帯増）
●人口密度／１０，２１９人／�
●面積／１５．６０�
令和元年７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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�
�
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自治推進課 �２５８―６７７９
美化担当 �２５８―６８６５

�
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�
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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

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）で北区ボランティアフェスティバ

ルを開催します。入場無料。直接会場へ。

ステージ発表、工作コーナー、体験教

室、ふれあい喫茶、バザー、模擬店、ち

びっこひろば、赤ちゃんひろばなど楽し

い催しがいっぱいです。

大人から子どもまで楽しめるイベント

で、お楽しみ抽選会もあります。ぜひ、

お立ち寄りください。
問 合 堺市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）。

経済センサス―基

礎調査を実施してい

ます。この調査は、総務省が市町村を経

由して実施するもので、調査員が全国す

べての事業所の活動状態を実地に確認

し、新たに把握した事業所など一部の事

業所には調査票を配布します。

本市では、府知事が任命した調査員が

来年３月までに市内全域を調査しますの

で協力をお願いします。なお、記入いた

だいた調査票は、統計上の目的以外に使

用することはありません。
問 合 企画部調査統計担当（�２２８―

７４５０ �２２２―９６９４）。

集団回収報償金の申請は８月中に
北区内で２～７月に実施した、家庭から出た古紙や衣類などの集団回収に対する

報償金の申請を８月３０日まで北区役所自治推進課で受け付けています。申請に必要

な事前の団体登録をしていない団体は、同課（�２５８―６７７９ �２５８―６８７４）へ。

「明るい選挙」とは、買収・供応などの

不正によるゆがんだ投票を排除し、公正

かつ適正に選挙が行われ、私たちの意思

が政治に正しく反映されることです。

現在、市内小・中学校、高校、支援学

校に在学の児童・生徒を対象に、「明る

い選挙」の推進をテーマとしたポスター

作品を募集中です。

詳しくは、市役所市政情報センター、

区役所市政情報コーナーにある募集要項

（市ホームページ〈アドレスは広報さかい

１ページ〉参照）でご覧になれます。締め

切りは９月６日（必着）。
問 合 選挙管理委員会事務局（�２２８―

７８７６ �２２８―７８８３）。

明るい選挙啓発
ポスター作品を募集中ポスター作品を募集中

北区では、子育て世代に向けた催しとして、イオンモ

ール堺北花田（北花田駅前）で北区子育てフェスタを開催

します。「おしりたんてい ふめつのせっとうだんショ

ー」などのステージイベントや、絵本の読み聞かせ、子

育て相談など盛りだくさんの内容です。皆さんのご来場

をお待ちしています。詳しくは北区ホームページ（アド

レスは下記参照）でご覧になれます。
問 合 北区子育てフェスタ実行委員会事務局（北区役

所企画総務課内 �２５８―６７０６ �２５８―６８１７）。

�子育て支援コーナー
※予約制�防災に役立つ�身の回りのもので

できる抱っことおんぶ講座
�はじめての幼稚園えらびかた講座
詳しくは北区広報３ページ参照

�子育てサークルPRコーナー
�子育てひろばPRコーナー
�親と子の健康・育児相談コーナー
�遊んで学ぼう�食と健口コーナー
�まもろう健康 受けよう検（健）診コーナー
�子宮がん検診コーナー
※予約制 詳しくは北区広報３ページ参照
�えほんのひろば
�おすすめ絵本の展示と特設コーナー
�ファミリーサポートセンターPRコーナー
�こども食堂PRコーナー
�子ども会・青少年指導員会PRコーナー
�めざせ�防災キッズコーナー
�里親制度PRコーナー
�子ども家庭フォーラム【同時開催】
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外国人講師と英語を使って一緒に遊ぼう
～Let's sing together♪～１４：３０～１５：００

おしりたんてい ふめつのせっとうだんショー１３：３０～１４：００
心ぽかぽかコンサート１２：３０～１３：００
子育てひろば参加者による「ハイハイレース」１１：３０～１２：００
おしりたんてい ふめつのせっとうだんショー１０：３０～１１：００

内容時間場所

今年も８月１４・１５日に金岡神社（地図参照）を中心に金岡町盆踊り大会が開催されます。

金岡町では古くから五穀豊穣（ごこくほうじょう）や町内安全を祈願し、祖先の霊を慰める風習

から、盆踊り大会が行われてきました。

見どころは各町が繰り出す１１基の大太鼓のパレードで、８月１４日

（水）、午後５～６時３０分に行われます。

１４・１５日、１１基の大太鼓が勇壮な宮入りをした後、午後８時３０

分ごろから大太鼓の打ち鳴らすリズムに合わせて地元の音頭取り

による盆踊りが始まります。どなたでも踊りの輪に入れますの

で、夏の日の思い出にぜひ一度体験してみませんか。

１階介護相談、バザー、手話体験、模擬店、健康チェックコーナー

２階パネル展、体験教室、ふれあい喫茶、模擬店、ちびっこひろば、赤ちゃんひろば
総合相談、成年後見相談、夏野菜バザー、おもちゃ修理、盆踊り、抽選会

３階
ステージ発表
�
�
琴、尺八、フラダンス、沖縄三線、ハーモニカ、健康体操、民謡、草笛、
コーラス、南京玉すだれ、相撲甚句など２１団体

�
�

工作コーナー、ボランティア相談

場所内容

問 合 金岡町自治連合会（�２５７―５７３０ �２５７―５７６０）か

段ボール箱を使って生ごみの減量・堆

肥化ができる、環境に優しい生ごみの処

理方法「生きごみさん」の作り方・育て方

を学びます。できた堆肥は、ガーデニン

グや家庭菜園などに利用できます。

講習会参加者には「生きごみさん」に必

要な資材をお渡しします。

９月９日（月）、午後２～３時３０分、北

区役所で。市内在住の方が対象。無料。
申 込 はがきかFAX、電子メールで住所、

氏名、電話番号、講習日を書いて、８月３０日

（必着）までに資源循環推進課（〒５９０―００７８

堺区南瓦町３―１ �２２８―７４７９ �２２８
―７０６３ 電 子

メールshijyun@city.sakai.lg.jp）ヘ。

ボランティアフェスティバルボランティアフェスティバル第9回北区

経済センサス
－基礎調査

北区役所企画総務課（�２５８―６７０６ �２５８―６８１７）。

段ボール箱の中で生ごみを堆肥に！

～生きごみさん講習会～～生きごみさん講習会～


