
　北区区民活動支援コーナー（北区新金
岡4丁1-8新金岡市民センター２階
・ 258-3911〈月曜日・祝日・12月29日
～1月3日休館〉）では次の催しを行いま
す。
　①クリスマスハッピー絵本講座＝年齢
を問わず楽しめる絵本講座です。「ボタ
ンを使った可愛いクリスマスカード」の
工作も行います。12月17日（土）、午前10
時30分～正午。費用100円（工作分）。手

　就学前の子どもを持つ40歳以上の保護
者（妊娠中の方含む）とその子どもが対
象。同年代の方と子育ての楽しさや大変
さを話したり、友達を作ったりしません
か。
　また、ナード・アロマテラピー協会認

話通訳あり。
　②「北区多文化交流会」世界の人々とふ
れあおう＝さまざまな国の文化を体験で
きる交流会を行います。着物着付け体
験、生け花体験、サリー着付け体験は要予
約。1月15日（日）午後1時～4時。無料。
　 申 込  受け付け中。午前10時から直接
か電話、FAXで住所、氏名、電話番号、
年齢、催し物名を書いて、同コーナー
へ。①先着30人。②着物体験、生け花は
先着各20人（外国人のみ）。サリー着付け
体験先着10人。

定アロマアドバイザー・近藤直子さんを
講師に迎え、アロマでリフレッシュ、リ
ラックスする方法を学びます。
　12月13日（火）、午前10～11時30分、北
区役所５階キッズルーム（和室）で。直接
会場へ。無料。
　 問 合  北区役所子育て支援課（ 251-
1512　 258-6883）へ。

　 ゆめひろば子育て講座「アドラー
心理学に基づく『楽育ママの子育て』〜
勇気づけの子育てとは〜」
　子どもとの向き合い方、良い親子関
係の持ち方など、子ども自身が勇気を

251―1512 258―6883へ。

持って育っていく「子育ての方法」につ
いて話します。子育てがもっと楽しく
なるコツが満載です。講師は楽チッチ
理事長・山口育子さん。
　12月17日（土）、午前10時30分～11時
30分、北区役所1階大会議室で。
　就学前の子どもとその保護者が対
象。無料。
　 申 込  12月５日、午前10時から電話
で同課へ。先着30組。
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■休館日　12月５・６・12・19・26日
～1月4日（広報さかい７ページに関
連記事あり）。12月28日、午後５時30
分～1月4日、午前９時は、返却ポス
トは利用できません。
■開館時間　火～金曜日＝午前10時～
午後8時、土・日曜日、祝日＝午前10
時～午後６時
■12月のブックフェア
　毎月テーマを決めて本の紹介をして
います。展示している本は借りること
ができます。

【一般向け】雪が降る
【児童向け】クリスマス・お正月
■おはなし会
　子ども向けに昔話などの語り聞かせ
や絵本の読み聞かせを行います。12月
3・10・17日、午後3～3時30分、北
区役所3階おはなし室で。無料。直接
会場へ。
■冬のおはなし大会
　昔話など、ほっこり温まる話がたく
さんあります。ぜひ聞きに来てくださ
い。12月24日（土）、午後3時、3時30
分から、北区役所3階おはなし室で。

無料。直接会場へ。先着各40人。
■絵本よみきかせ
　手遊びや童歌、絵本の読み聞かせを
行います。赤ちゃんから参加できます
12月1・15日、午前11～11時30分、同
館閲覧室で。無料。直接会場へ。
■土曜日のよみきかせ
　平日に忙しい方もぜひご参加くださ
い。12月10日（ 土 ）、 午 前11～11時30
分、北区役所3階おはなし室で。無
料。直接会場へ。
■読書会
　同じ本を読んで、感想を語り合いま
す。いずれも北区役所3階研究室で。
申し込み方法など詳しくは、同館へ。
　 新金岡子どもの本を読む会＝本は
ザッパー著の「愛の一家」。12月14日

（水）、午前10時～正午。費用100円。
　 新金岡読書会＝本は乃南アサ著の

「地のはてから 上・下」。1月8日
（日）、午後２～4時。無料。
■対面朗読室
　視覚に障害のある方や、活字資料の
利用が困難な方を対象に、ボランティ
ア団体の協力を得て、朗読サービスを
行っています。対面朗読サービスに
は、事前の申込みが必要です。申し込
み方法など詳しくは、同館へ。

移動図書館のご利用を
　最寄りの移動図書館を気軽にご利用ください。交通事情により遅れることも
あります。また、北区以外の日程は中央図書館（ 244-3811　 244-3321）へ。

12月健康教養講座
「笑いと健康」

催し
北老人福祉センターの

　医療現場での笑いの効果の話と落語な
どを上映します。笑いで免疫力を高め、
健康になりましょう。

　11月3日、「北区域交流まつり2016」が
金岡公園野球場で開催され、当日はたく
さんの方が来場しました。
　ステージ【写真】ではさまざまな演目が
披露され、校区の模擬店や各出展団体の
ブースも大いににぎわいました。

　12月13日（火）、午後1時30分～3時、
北老人福祉センター（北区常磐町1丁
25-1）1階やなぎの間で。市内在住の60
歳以上の方が対象。無料。
　 申 込  12月６日から直接か電話で同セ
ンター（ 255-6380　 252-2436）へ。先
着50人。

　 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。

北区域交流まつり 2016　盛況に開催

日程 駐車時間 駐車場所

12
月

８日（木） 10：00 〜 11：30 中百舌鳥公園団地内　中央広場

９日（金）
13：30 〜 14：30 北花田第一公園

14：50 〜 15：50 府営浅香山住宅８棟北

11 日（日） 13：30 〜 14：20 サンヴァリエ中百舌鳥集会所前

22 日（木） 10：00 〜 11：30 中百舌鳥公園団地内　中央広場

23 日（祝日）
13：30 〜 14：30 北花田第一公園

14：50 〜 15：50 府営浅香山住宅８棟北

25 日（日） 13：30 〜 14：20 サンヴァリエ中百舌鳥集会所前

無料。12：00～12：45を除く。祝休日、12月29日～１月３日は休み。1～4は、どの区でも可。
堺区役所 中区役所 東区役所 西区役所 南区役所 北区役所 美原区役所

1市民相談・人権相談【電話相談も可】
（日常生活での問題や人権の問題など） 月～金曜日、9：00～17：00、各区役所企画総務課で。 問合 各区役所企画総務課へ

2法律相談
（予約開始日〈土・日曜日、祝休日の場合
は直前の執務日〉の9：00から電話予約。　
先着各６人）

実施日 月・水・金曜日
13：00～16：00

火・木曜日
13：00～16：00

水・金曜日
13：00～16：00

金・火曜日
13：00～16：00

月・水曜日
13：00～16：00

木・月曜日
13：00～16：00

木曜日
13：00～16：00

全区を通じて、
同じ内容の相談は１回限り
１回25分以内
問合 各区役所企画総務課へ

予　約
開始日

実施日の
前日

実施日直前の
月曜日

実施日直前の
火曜日

実施日直前の
木曜日

実施日直前の
金曜日

実施日直前の
水曜日

実施日直前の
月曜日

※2の法律相談については、できるだけ多くの市民の方に公平に相談の機会を設けるため、同じ内容の相談は全区を通じて１回限りとしています。
3行政相談【電話相談も可】

（国の行政全般についての苦情・要望など）
12／8

14：00～16：00
1／6

14：00～16：00
12／26

14：00～16：00
1／18

14：00～16：00
12／20

14：00～16：00
1／25

14：00～16：00
12／19

14：00～16：00
問合 市政情報課（☎228–7475
 　 228–7444）へ

4人権擁護委員による人権相談
【電話相談も可】

12／1
14：00～16：00

12／16
14：00～16：00

12／20
14：00～16：00

12／14
14：00～16：00

12／13
14：00～16：00

12／21
14：00～16：00

12/7
14：00～16：00

問合 人権推進課（☎228–7420
 　 228–8070）へ

5交通事故相談【電話相談も可】 月～金曜日、10：00～17：00、堺区役所企画総務課で。 問合 堺区役所企画総務課へ
6登記・測量相談（電話予約可。先着各６人） 12／14・28、13：00～16：00、堺区役所企画総務課で。１回25分以内。 問合 堺区役所企画総務課へ
7元教員による教育相談【相談の際は、ま
ず電話してください】（小・中学校の児童・生徒
の家庭学習、生活習慣など）

月～金曜日、9：00～17：00、各区役所企画総務課（区教育・健全育成相談窓口）で。FAX番号は各区役所企画総務課と同じです。 問合 各区役所区教育・健全  
育成相談窓口へ☎228-0292 ☎270-8147 ☎287-8109 ☎343-5080 ☎290-1805 ☎258-6748 ☎340-5511

8児童相談（子どものしつけ、虐待、非行、
家族関係、心の悩みなど） 月～金曜日、9：00～17：30、各区役所子育て支援課（家庭児童相談室）で。

問合 各区役所子育て支援課へ9ひとり親相談（離婚後の生活や不安、児童の養育など） 月～金曜日、9：00～17：30（母子・父子自立支援員は月・火・木・金曜日の9：00～16：00）、各区役所子育て支援課で。

�女性相談（離婚、夫の暴力、生活など） 月～金曜日、9：00～17：30（女性相談員は、堺・中・東・西・北・美原区は月～金曜日の9：00～16：00、南区は月～
金曜日の10：00～17：00）、各区役所子育て支援課で。

�労働相談（解雇、賃金未払いに関するトラ
ブルなど）【面談は予約制】

雇用推進課で
実施Ｐ11参照

12 ／ 14・28 12 ／ 8・22 12 ／ 7・21 12 ／ 9 12 ／ 13・27 12 ／ 6・20 問合 雇用推進課へ12：45～15：45。面談予約は月～金曜日の9：00～17：30（直前執務日締切）、雇用推進課（☎228-7404  228-8816）へ。
�就労相談

（求人情報の提供、就職活動のサポートなど）
ジョブシップさかい
で実施Ｐ11参照

水曜日
10：00～12：00

月曜日
10：00～12：00

月曜日
14：00～16：00

木曜日
14：00～16：00

金曜日
14：00～16：00

水曜日
14：00～16：00

問合 ジョブシップさかい
（☎244–3711  244–3771）へ

�生活・仕事相談（くらしや仕事の困りご
となど）※堺区以外は、社会福祉協議会区事務
所で実施。

「すてっぷ・堺」
で実施（※）

木曜日
9：30～17：00

火曜日
9：30～17：00

水曜日
9：30～17：00

月曜日
9：30～17：00

水曜日
9：30～17：00

火曜日
9：30～17：00

問合 堺 市 生 活・仕 事 応 援 セ 
 ンター「すてっぷ・堺」（☎225–
5659  222-0202）へ（※）堺市生活・仕事応援センター「すてっぷ・堺」（総合福祉会館内）では、どの区にお住まいの方でも相談できます（月～金曜日、9：00～17：30）。

区役所の問合先

堺
区

企画総務課
☎228–7403

228–7844

子育て支援課
☎222–4800

222–4801

中
区

企画総務課
☎270–8181

270–8101

子育て支援課
☎270-0550

270-8104

東
区

企画総務課
☎287-8100

287-8113

子育て支援課
☎287-8198

286-6500

西
区

企画総務課
☎275-1901

275-1915

子育て支援課
☎343-5020

343-5025

南
区

企画総務課
☎290-1800

290-1814

子育て支援課
☎290-1744

296-2822

北
区

企画総務課
☎258-6706

258-6817

子育て支援課
☎258-6621

258-6883

美
原
区

企画総務課
☎363–9311

362–7532

子育て支援課
☎341–6411

341–0611

大阪弁護士会堺法律相談センターの相談（月～金曜日、10：00～12：30、13：30～16：30／面談 ・ 事前予約制。
有料）サラ金、労働、交通等の無料法律相談も実施。 申 込 月～金曜日、9：00～17：00、同センター（☎223–2903）へ。

司法書士総合相談センター堺の相談（月～金曜日、13：30～16：30／面談・事前予約制）登記・裁判手続な
どに関する無料相談を実施。 申 込 月～金曜日、10：00～16：00、大阪司法書士会（☎06-6943-6099）へ。

２ 平成28年（2016年）12月1日


