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北区域交流まつり2016
同時開催 金岡公園体育館フェスタ・北区域健康のつどい 11月3日（祝日）
11月３日（祝日）、金岡公園野球場（北区長曽根町1179-18）で「北区域交流まつり2016」を開催します。区内15
校区による模擬店やステージ、各種団体による出展、子どもコーナーなどさまざまな催しを行います。
なお、会場には駐車場がありませんので、公共交通機関や無料送迎バスをご利用ください。詳しくは来月号
でお知らせします。
問 合 北区域交流まつり実行委員会事務局
（北区役所自治推進課内
258-6779
258-6817）へ。

金岡公園体育館フェスタ

北区ウオーキング大会
参加者募集

健康と笑顔を発信します

キッズヘキサスロンや卓球、バドミントン、げんきっ子広場、移動動物園な
ど、今年も子どもから大人まで楽しめるイベントが盛りだくさんです。多くの方
の参加をお待ちしています。一部有料。直接会場へ。
実施日時

11月３日（祝日）、北区ウオーキング大会を開催
します。
コースは家族での参加にもお薦めの約3.5km
と、金岡公園～大泉緑地公園の約7 kmの２コース。
家族や友達と気軽にご参加ください。
金岡公園陸上競技場（北区長曽根町1179）南門
（テニスコート側）に集合。受け付けは午前８時40
分～９時。開会式は午前９時10分から。スタート
は午前９時30分。無料。直接会場へ。水筒やタオ
ル、子どもに必要な物を持参。小雨決行。
問 合 北保健センター
（ 258-6600
2586614）へ。

11 月３日
（祝日）
、午前９時～午後４時

イベント内容 ※状況により入場を制限する場合があります。
大体育室

 ッズヘキサスロン
キ
（小学生が対象。費用 1,000 円）、
卓球、バドミントン、ニュースポーツ
小体育室 げんきっ子広場、イス YOGA
競技場 げんきっ子レース、ちょい陸広場
芝生広場 移動動物園
（費用 100 円）
トレーニング室 トレーニング広場
健康相談室 体力チェック
その他 障害者委託販売／エコ広場、金やんを探せ

申し込み

キッズヘキサスロン
（先着 40 人）
と体力チェックは 10 月８
日から直接か電話で同館へ。

市内在住の65歳以上の方を対象に、
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）。
12月15日（木）、午前10～11時30分、
堺市産業振興センター（中百舌鳥駅前）

●●●●子どもの居場所モデル事業●●●●
民活動支援コーナー中会議室などで。小
学生が対象。無料。直接会場へ。
問 合 北区教育・健全育成相談窓口
（北区役所企画総務課内
258-6748
258-6817）へ。

http://www.city.sakai.lg.jp/
kita/index.html

■モバイルさかい北区Web
http://www.cit
y.sakai.lg.jp/i/
kuyakusho/kit
a/index.html

区の魅力発信と賑わいづくりについて」の
２つを審議しており、10月中に中間報告
を、来年２月に最終答申を行う予定です。
第４回会議は10月5日（水）、午後７時
から北区役所３階301・302会議室で開催
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( 2586706
258-6817)へ。

市民課
保険年金課
堺市社会福祉協議会
北区事務所
北基幹型包括支援センター
（高齢者総合相談窓口）
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

で。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）を同
課（ 228-7636
228-0220）へ。 市
ホームページからも申し込めます。締
め切りは10月31日（消印有効）。抽選80
人。

自治会に加入しましょう
大規模な災害が起きた直後は消防や警
察、区役所などが全ての地域に支援を行
うことは難しく、自身や家族だけで消火
活動や負傷者の救出活動を行うことも非
常に困難です。
自治会では災害時に隣近所で助け合っ
て、負傷者の救出、消火活動の協力、要
援護者の避難支援を行なうために、防災
訓練などを実施しています。皆さんも災
害時に助け合えるまちを実現するため

258‒6713
258‒6743

258‒6905 北市税事務所
258‒6894

258‒4700

258‒4770 〈北保健福祉総合センター〉

258‒6886

258‒8010

258‒6706
258‒6748
258‒6779
258‒6865

北図書館

258‒6817

市民税
納税

生活援護課
地域福祉課
介護保険係
子育て支援課

（北地域子育て支援センター専用

北保健センター
北区障害者基幹相談支援センター

粗大ごみ受付センター
0120‒00‒8400／上下水道局お客様センター
（携帯電話からは 06‒6485‒5048）
固定資産税事務所
247‒8871
247‒8870
北部地域整備事務所

に、自治会に加入しましょう。
問 合 北区役所自治推進課
（ 258-6779
258-6817）へ。

258‒6714
258‒6724
258‒6850
258‒6751
258‒6771
258‒6651
258‒6621

251‒1512）

258‒6600
251‒8166

251‒1132

252‒4132

258‒6782

258‒6843

消火のためのバケツリ
レー訓練

〒591-8021
北区新金岡町5丁１番4号
■北区ホームページ

要申込

災害に強いまちづくり

北区区民評議会

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
をふまえ、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」の実現をめざします。
今年度区民評議会では、「子育て世代
が住みやすい地域づくりについて」と「北

前回の大会

堺自転車安全利用講習会

イベント内容など詳しくは、同館か、同館ホームページ（http://sakai-espa.
com/topics/kanaoka.htm/）でご覧になれます。
問 合 同館
（ 254-6601
251-0509）へ。

気軽に立ち寄れて自由に過ごせ、交流
や体験、学習や悩み相談もできる子ども
の居場所を、10～12月の水曜日（祝日は
除く）にモデル事業として開設します。
いずれも午後３～６時、新金岡市民セ
ンター（北区新金岡町4丁1-8）２階区

昨年のステージ
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258‒6851
258‒6836
258‒6883
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