
子育て支援コーディネーター講座
保育所などの利用案内

「ポーチュラカ」は、6月上旬～10月下旬の長い期間、開花を楽しむことができ、初めての方でも育てやすい花です。
花のあふれる美しいまちづくりをめざして、講習会や花苗の配布を行います。

1育て方講習会
堺市公園協会・松廣仁さんを講師に招き、ポーチュラカの育て方や増やし方などの講習会を行います。無料。
5月21日（土）、午前10～11時、北区役所1階大会議室で。

2花苗（親株）配布
ポーチュラカの花苗（10株）と北区タウンフラワーのプレートをセットにして、6月下旬に配布します。
北区内でタウンフラワーを広めることができる、おおむね5人以上で植栽活動をしており、北区役所まで取りに来ることができるグループが対象。無料。

申 込 5月６日から直接か電話、FAX、電子メールで住所、氏名、電話番号、年齢（ 2はグループ名、活動場所も）を書いて、北区役所企画総務課（ 258-6706　 258-
6817　電　子

メールkitakiso@city.sakai.lg.jp）へ。先着 1 30人、 2 20組。

　5月16日、口腔保健センターで行われ
た、全大阪よい歯のコンクール堺地区審
査会で、北区の最優良親子に、奥村陽子
さん、晄己さん【写真】が選ばれました。
　奥村さんは、「最優良親子に選ばれ
て、とてもうれしいです。虫歯にならな
いように、普段から子どもが歯磨きを嫌
がる日も毎日欠かさず行うようにしてい
ました。また、おやつにはあめなど、甘
く口の中に長く残りやすいものは、避け
るように気をつけていました」と話して
いました。
　このコンクールは、昨年度に３歳児健
康診査を受診した奇麗な歯を持つ親子を

　北区では、来年１月９日（祝日）に開催する成人式の企画・運営に参加いただける
実行委員を募集します。市内在住・在勤・在学でおおむね20歳前後の方が対象。
友人や知人を誘ってグループでの参加もできます。
　実行委員は成人式当日のアトラクションの内容を企画するほか、運営も行いま
す。
　なお、実行委員の活動について詳しくは、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。

　北区成人式の①メッセージ発表者、②市民憲章朗読者を募集しま
す。北区在住の新成人（平成８年４月２日～平成９年４月1日生まれ
の方）が対象。成人になる思いや夢をメッセージにして、仲間に発表
しませんか。①は後日、メッセージ（400字程度）を提出していただき
ます。

　経済的な理由により、修学するのにお
困りの方へ、年額３万２,000円の奨学金
を給付します（所得など審査あり）。高校
1年生（本年度入学者）と支援学校高等部

（専攻科を除く）に在学の方が対象。
　７月1～12日（土・日曜日を除く）、午
前９時～午後5時15分に北区役所２階教
育・健全育成相談窓口へ。定員480人。
ただし、府が実施する「奨学のための給

　これだけは知っておきたい北区の保育
所などに関する情報を、子育て支援コー
ディネーターがお伝えします。
　６月16日（木）、午前10時30分～11時30
分、北区役所5階キッズルーム（和室）
で。保育所などへの入所申し込み予定の

　市内在住の小学生とその保護者を対象
に、堺自転車安全利用講習会を開催しま
す。参加者には自転車ヘルメット購入補
助券を配布します（ヘルメット購入補助
について詳しくは、広報さかい３ページ
の記事参照）。
　７月26日（火）、午後２～３時30分、堺
市産業振興センター（中百舌鳥駅前）で。

　北区をはじめ堺の歴史文化に関心のあ
る方が集い、情報交換や勉強会を通じて
交流を深めることを目的に、北区歴史カ
フェを開催します。
　歴史について楽しく語り合いません
か。

選んで表彰するものです。
　 問 合  北保健センター（  258-6600　

 258-6614）へ。

付金」を受給できる方（生活保護〈生業扶
助〉・市民税所得割額非課税世帯）は除き
ます。
　詳しくは広報さかい６ページや市ホー
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。
　 問 合  学務課（  228-7485　  228- 
7256）へ。

保護者とその子ども、妊婦の方が対象。
無料。
　 申 込  ６月６日、午前10時から電話で
北区役所子育て支援課（  251-1512　  
258-6883）へ。先着20組。

無料。
　 申 込  区役所市政情報コーナー、自転
車企画推進課にある申込書（市ホーム
ページ〈アドレスは広報さかい1ページ
参照〉からダウンロード可）を６月22日

（消印有効）までに同課（  228-7636　  
228-0220）へ。市ホームページからも申
し込み可。抽選50人。

　７月２日（土）、午後1時30分～３時、
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）
で。無料。直接会場へ。
　 問 合  北区役所自治推進課（  258-
6779　  258-6817）へ。

全大阪よい歯のコンクール堺地区審査会
北区最優良は奥村さん親子

堺自転車安全利用講習会
ヘルメット購入補助付き

高校生などに奨学金　申請を受け付け高校生などに奨学金　申請を受け付け

北区歴史カフェ

今年の成人式実行委員の皆さん

今年のメッセージ発表者 今年の市民憲章朗読者

◆◆◆◆ 成人式メッセージ発表者・
　　　　　　　市民憲章朗読者を募集 ◆◆◆◆ 

一生に一度の成人式を仲間と一緒につくりあげましょう
成人式実行委員大募集

　 申 込  いずれも電話かFAX、郵送、
電子メールで住所、氏名、昼間連絡の取
れる電話番号、年齢を書いて、７月29日

（消印有効）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　  258-6817　電　子
メール kitajisui 

@city.sakai.lg.jp）へ。選考各1人。

実行委員を通じて新しくで
きた友人とアトラクション
を企画し本番を成功させる
ことができ、一生の思い出に
残る成人式となりました。

～防犯灯の設置と
維持管理～自 治 会 の 活 動

　皆さんがお住まいの地域に設置され
ている「防犯灯」は、犯罪や事故を防止
するために、自治会などが設置・維持
管理しています。
　こうした活動が地域の安全安心のま
ちづくりに貢献しています。

　皆さんの自治会活動への協力をお願
いします。
　 問 合  北区役所
　自治推進課
　（  258-6779　
　   258-6817）へ。
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平成28年5月1日推計（      ）内は前月比

総人口／159,187人
男／75,675人
女／83,512人
世帯数／68,900世帯
面積／15.60km2

（22人増）
（5人減）

（27人増）
（58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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から東へ約200m 

・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


