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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
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子育て支援課 �２５８―６６２１ �２５８―６８８３
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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・地下鉄御堂筋線「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

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

編集・発行／北区役所企画総務課
月号
第139号

平成29年（2017年） 人 の う ご き

１０
●総人口／１５９，０３１人 （４４人増）
●男／７５，３６５人 （７人増）
●女／８３，６６６人 （３７人増）
●世帯数／６９，４３２世帯 （７０世帯増）
●人口密度／１０，１９４人／�
●面積／１５．６０�
平成２９年９月１日推計（ ）内は前月比

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
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�２５８―６８１７

〒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.cit
y.sakai. lg. jp�i�
kuyakusho�kit
a�index.html

第799号

月号10

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。

１１月２９日（水）、午前１０時３０分～１１時３０

分、堺市産業振興センターで。無料。
申 込 受け付け中。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１１
月２４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。先着８０人。

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

を踏まえ、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」の実現をめざしています。

１０月１３日（金）、午後１時から北区役所

３階３０２会議室で、会議を開催します。

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（�２５８―

６７０６ �２５８―６８１７）へ。

和やかな雰囲気の中で、北区のまちづ

くりなどについて、参加者同士が自由に

語り合い、交流を楽しみます。

今回は、「気軽に話そう�子育てしや
すいまち」をテーマに意見交換をしなが

ら、北区を元気にするアイデアや活動を

生み出すことをめざします。

１０月３１日（火）、午後１時３０分～２時３０

分、しんかなみんなの子育てひろば（北

区新金岡町４丁１―８ 新金岡市民セン

ター２階）で。子育て中の親子が対象。

無料。直接会場へ。
問 合 北区役所企画総務課（�２５８―

６７０６ �２５８―６８１７）へ。
カフェ終了後、ハロウィンパーティー

が開催されます。希望者は、ハロウィン

の仮装で参加してください。
問 合 詳しくは同ひろば（�・�２５５―

６９３９）へ。

認知症について正しく理解してもら

うために、さまざまなイベントを行い

ます。１１月７～１０日、午前１０時～午後

３時、北区役所で。いずれも無料。

�コッカラ体操【右写真】�体を動
かしながら脳を活性化させる体操で

す。１１月８日（水）、午後２～３時、１

階大会議室で。直接会場へ。

�認知症サポーター養成講座【左写
真】�認知症の方とその家族への応援
者を増やす講座です。１１月９日（木）、

午前１０時３０分～正午、１階大会議室

で。 申 込 受け付け中。電話か FAX

で住所、氏名、電話番号、年齢を書い

て北基幹型包括支援センター（�２５８―
６８８６ �２５８―８０１０）へ。先着３０人。
�認知症家族の会�お茶を飲みなが

ら、心配事など自由に話をしていま

す。１１月９日（木）、午後１時３０分～３

時１５分、１階大会議室で。認知症の方

とその家族が対象。直接会場へ。

�認知症・つながりチェックコーナ
ー�認知症や地域でのつながりチェッ
クができます。１１月７～１０日、１階エ

ントランスホールで。直接会場へ。

�パネル展示�認知症に関するさま
ざまな情報を紹介します。１１月７～１０

日、１階エントランスホールで。直接

会場へ。

�認知症ブックフェア�認知症関連
書籍を展示します。１１月７～１０日、２

階北図書館で。直接会場へ。
問 合 北基幹型包括支援センター

へ。

北区区民評議会

１１月４日（土）、金岡公園野球場

（北区長曽根町１１７９―１８）で「北区交流

まつり２０１７」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、会場駐車場は混雑が予想さ

れますので、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。 昨昨年年ののスステテーージジ

１１月４日（土）、北区ウオーキング大会を開催します。

今回より金岡公園から大泉緑地公園を巡る７�コース
のみとなりました。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。飲み物、帽

子、タオルなどを持参。小雨決行。
問 合 北保健センター（�２５８―６６００ �２５８―６６１４）へ。
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堺自転車安全利用講習会
ヘルメット購入補助付き要申込


