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平成30年（2018年） 人 の う ご き

４
●総人口／１５９，０２１人 （１２人増）
●男／７５，４０８人 （２２人増）
●女／８３，６１３人 （１０人減）
●世帯数／６９，４８４世帯 （３世帯減）
●人口密度／１０，１９４人／�
●面積／１５．６０�
平成３０年３月１日推計（ ）内は前月比
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大ホール

石窯で焼く本格ピザ

問 合

第805号

月号4

４月上旬、さくら今池公園（北区新堀

町１丁地内）【写真】が開園します。面積
が約1.4ha で、複合遊具や約３，０００�の
広場の他、防火水槽や防災トイレを備

え、災害時には一次避難地としての役割

を担います。

農業用水のため池として利用されてき

た今池が、この度その役割を終え、新た

に公園として生まれ変わります。
問 合 公園緑地整備課（�２２８―７４２４

�２２８―１３３６）

主に小・中学生の保護者などを対象

に、家庭教育や学校生活など、子どもに

関する悩みに元教員が関係機関と連携し

対応します。月～金曜日（祝休日を除

く）、午前９時～午後５時、北区教育・

健全育成相談窓口（�２５８―６７４８ �２５８―
６８１７）で。電話か直接窓口で、気軽にご

相談ください。

公立の小・中学校（国立小・中学校、

支援学校は除く）に通う子どものいる家

庭で、経済的な理由により就学にお困り

の方に、学用品の費用の一部や給食費な

どを援助します。

４月１３～２７日（土・日曜日を除く）に、

在籍する学校か北区役所１階大会議室で

申請してください（府立は区役所のみ）。

５月以後も受け付けますが、申請月分

からの支給になります。

詳しくは、４月上旬に学校から配布さ

れる「就学援助制度のお知らせ」か広報さ

かい５ページ、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。

生後９１日以上の全ての飼い犬は、市

への登録（鑑札の交付）と、毎年１回の

狂犬病予防注射を実施し、市から注射

済票の交付を受ける義務があります。

北区では表のとおり飼い犬の狂犬病

予防集合注射を実施します。直接会場

へ。雨天決行。荒天中止。

費用は１頭につき、登録済の犬で

３，２５０円、未登録の犬では６，２５０円で

す。事前に送付した書類をお持ちの方

は問診欄を記入し持参してください。

会場へは、必ず犬を制御できる方が

連れて来てください。

予防注射は動物病院や北区以外の会

場でも受けることができます。市内の

委託動物病院では、予防注射と同時に

登録や注射済票の交付ができます。費

用は、委託動物病院に直接お問い合わ

せください。

委託動物病院や他区の会場など詳し

くは、市ホームページ（アドレスは広

報さかい１ページ参照）でご覧になる

か、動物指導センター（�２２８―０１６８
�２２８―８１５６）へ。

６月２日（土）、午前９時３０分から金岡公園野球場（北区長曽根町１１７９―

１８）でグラウンド・ゴルフ大会を開催します。一般の部（高校生以上）とフ

ァミリーの部（小・中学生とその保護者）の２部構成で行います。いずれも

北区在住の方が対象。無料。小雨決行。初心者には道具（子ども用あり）の

貸し出しもできますので、気軽にお申し込みください。
申 込 直接（返信用はがき持参）か往復はがき、電子メールで住所、氏名

（ふりがな）、電話番号、年齢（子どもは学年も）、性別、経験年数、道具の

有無、所属している方は所属クラブ名を書いて、４月２７日（必着）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―６８７４ 電 子
メールkitajisui@city.sakai.lg.jp）へ。グループ

で一般の部やファミリーの部に参加する場合は、必要事項を記載した参加者名簿を添付してお申し

込みください。抽選一般の部４００人、ファミリーの部６０組。

さくら今池公園が開園

教育相談窓口を開設

就学援助申請受け付け

１３：３０～
１４：１０

中村町会館
（北区中村町２３９
―３）

１３日（金）

１４：５０～
１５：３０

金岡公民館
（北区金 岡 町
１０８９―１）

４月
９日（月）

時間会 場実施日

北区の集合注射日程

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。

４月２６日（木）、午後３時から北区役所

３階３０２会議室で。

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。

北区区民評議会

参加団体募集
北区ボランティアフェスティバル北区ボランティアフェスティバル

ボランティアの輪を広げるため、さま

ざまな活動を発表する「北区ボランティ

アフェスティバル」を開催します。この

イベントに参加するボランティア団体な

どを次のとおり募集します。

�開催日時�８月２５日（土）、午前１０時
～午後４時

�場所�新金岡市民センター（北区新
金岡町４丁１―８）

�募集内容�ステージ発表、体験教
室、工作コーナー、ふれあい喫茶・バザ

ー・喫茶ライブ・活動パネル展示など

�対象�北区で活動するボランティア
グループやNPOなどの市民活動団体

�申込方法�堺市社会福祉協議会北区
事務所にある申込書で。受付期間は４月

２日～５月１１日（先着順）。

�費用�１，０００円
�主催�同事務所、北区さかいボラン
ティア連絡会、北区区民活動支援コーナ

ー
問 合 同事務所（�２５８―４７００ �２５８―

４７７０）へ。


