
　北区自治連合協議会と北区の主催で「北区音楽祭」を開催します。
　一般公募の出演者とスペシャルゲストによる、さまざまなジャンルの
演奏をお楽しみください。無料。直接会場へ。来場は公共交通機関をご
利用ください。
　 問 合  北区役所自治推進課（  258-6779　  258-6817）へ。

【スペシャルゲスト】
午後５時50分～６時30分
ビートルズコピーバンド
Morning Beatles。
(モーニングビートルズ。)

前回の様子

音楽の花を咲かせよう

午後１時30分～６時30分
北区役所エントランスホールで

北区音楽祭
7月16日（土） 【プログラム】

時間 出演者
13:40 邦楽合奏団「地涌」（じゆ）
14:00 リコーダー屋　さかい
14:20 大泉学園ギター部
14:40 ヒバリネット【サックス演奏】
15:00 シンガーソングライター Tsuyoshi

途中休憩 (15:20 ～ 15:30)
15:30 琴伝流大正琴つぼみの会
15:50 レット・イット・ビー【ハーモニカ演奏】
16:10 三丁目のあひる【ミュージックソー・ヘルマンハープ】
16:30 ゴスペルパーティー
16:50 琉球沖縄民謡・島の唄　涼風会
17:10 桐谷力矢【ギター弾き語り】

途中休憩 (17:30 ～ 17:50)
17:50 スペシャルゲスト演奏

※出演者・出演時間は変更になる場合があります。

　８月８日〜来年１月31日、北区役所
エントランスホールと市政情報コー
ナー天井の改修工事を予定していま
す。工事期間中は正面玄関を閉鎖し、
エントランスホールへの立ち入りがで
きません。また、２階市政情報コー
ナーの場所が、２階北市税事務所横に
移転します。詳しくは来月号でお知ら
せします。
　 問 合  北区役所企画総務課（  258-
6706　  258-6817）へ。

　さかいJOBステーションでは、就職を
考えている方を応援する「さかいJOBス
テーションの就職応援フェアin北区役
所」を開催します。
　いずれも北区役所１階エントランス
ホールと大会議室で。無料。
　 応援イベント
　７月27日（水）、午前11時〜午後４時

（①③⑤は正午から）。女性と15〜39歳の
方が対象。将来就職を考えている方や転
職を考えている方は、ぜひ就職活動に役
立ててください。予約優先。
　内容は次のとおり。

　①ワンポイントレッスン〜自分らしく
働くために色とアロマを活用する〜（１
人約20分）
　②パソコンを使った職業適性診断
　③ハローワークの求人検索、仕事紹介
と相談会（１人約30分）
　④地元企業の情報案内と相談会
　⑤個別相談会（１人約30分）=公共職業
訓練相談会、保育のお仕事相談会、福祉
のお仕事相談会、お仕事体験相談会、お
仕事なんでも相談会、女性のキャリアブ
ランク解消インターンシップ事業相談会
　 申 込  受け付け中。直接か電話で７月

26日までに、同ステーション（堺区中瓦
町２丁3-24　  238-4600〈午前10時〜
午後７時、土・日曜日、祝日は休み〉　

 238-4605）か雇用推進課（  228-7404
　  228-8816）へ。先着①12人。
　 パネル展示
　７月27〜29日、市の就職支援施設「さ
かいJOBステーション」の紹介パネルを
展示します。市内のオリジナル企業情報
やセミナーなどを案内します。直接会場
へ。
　 問 合  同ステーションか同課へ。

　6月11日、80歳以上で20本以上自身の歯を持つ方を対
象とした「高齢者いい歯自慢コンテスト表彰式」が市役所
で開催され、北区在住の佐々木一男さん（81歳）【写真】が
最優秀賞に選ばれました。
　自分の歯を32本持つ佐々木さんは、固い物もしっかり
噛んで食べ、朝食後と就寝前の歯磨きを欠かさず、外出
時にも口臭予防も兼ねて歯磨きを行い、3カ月ごとに歯
科医院で定期検診を受けるなど、歯や口の健康管理をし
ています。
　また、歯や口の健康だけではなく、20分のウオーキン
グを日課とし、全身の健康づくりに取り組んでいます。
　 問 合  北保健センター（☎258-6600　  258-6614）へ。

北区役所の
改修工事を
行います

「堺で働く!」 地元企業の情報案内
さかいJOBステーションの就職応援フェアin北区役所

　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。他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かったり、紛失したりした場合で
も、選挙人名簿に登録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（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。
選挙の
めいすいくん

第24回参議院議員通常選挙
投票日は７月10日(日)、午前７時～午後８時　　
期日前投票・不在者投票は７月９日まで、
	 午前８時30分～午後８時

高齢者いい歯自慢コンテスト表彰
最優秀賞に佐々木一男さん
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平成28年6月1日推計（      ）内は前月比

総人口／159,248人
男／75,669人
女／83,579人
世帯数／68,960世帯
面積／15.60km2

（61人増）
（6人減）

（67人増）
（60世帯増）

北市税事務所 市民税 258‒6714
納税 258‒6724 258‒6822

北図書館 258‒6850 258‒6851
〈北保健福祉総合センター〉

生活援護課 258‒6751
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
（北地域子育て支援センター専用 251‒1512）
北保健センター 258‒6600 258‒6614

北区障害者基幹相談支援センター 251‒8166 250‒8800
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・バス停「北区役所前」下車すぐ 

■北区ホームページ
http://www.city.sakai.lg.jp/
kita/index.html

〒591-8021
北区新金岡町5丁１番4号

■モバイルさかい北区Web
http://www.cit
y.sakai.lg.jp/i/
kuyakusho/kit
a/index.html 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 251‒1132 252‒4132
固定資産税事務所 247‒8871 247‒8870 北部地域整備事務所 258‒6782 258‒6843

市民課 258‒6713 258‒6905
保険年金課 258‒6743 258‒6894
堺市社会福祉協議会
北区事務所 258‒4700 258‒4770

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

企画総務課
北区教育・健全育成相談窓口
自治推進課
美化担当

258‒6706
258‒6748
258‒6779
258‒6865

258‒6817


