
音楽の花を咲かせよう
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北区障害者基幹相談支援センター �２５１―８１６６ �２５０―８８００
堺市社会福祉協議会北区事務所 �２５８―４７００ �２５８―４７７０
北区障害者基幹相談支援センター �２５１―８１６６ �２５０―８８００
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
〈北区役所庁外〉
北第１地域包括支援センター（東浅香山・新浅香山・五箇荘・五箇荘東の各小学校区）

�２４０―０１２０ �２４０―０１２０
北第２地域包括支援センター（東三国丘・光竜寺・新金岡・新金岡東の各小学校区）

�２５２―０１１０ �２５７―２９４１
北第３地域包括支援センター（大泉・金岡・金岡南・北八下の各小学校区）

�２５７―１５１５ �２５７―１５２５
北第４地域包括支援センター（中百舌鳥・百舌鳥・西百舌鳥の各小学校区）

�２７６―３８３８ �２７６―３８００
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中央環状線

北図書館 

新金岡市民 
センター 
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新金岡駅 

北部地域 
整備事務所 
北部地域 
整備事務所 

・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／北部地域整備事務所 �２５８―６７８２ �２５８―６８４３
市税事務所 法人諸税課（軽自動車税に関すること）�２３１―９７４１ �２５１―５６３１／固定資産税課（固定資産税に関すること）�２３１―９７６４ �２５１―５６３３

市民税課（個人市民税に関すること）�２３１―９７５３ �２５１―５６３２／納税課（市税の納税に関すること）�２３１―９７７３ �２５１―５６３４

編集・発行／北区役所企画総務課
月号
第148号

平成30年（2018年） 人 の う ご き

７
●総人口／１５９，０４７人 （４７人増）
●男／７５，３２０人 （５人増）
●女／８３，７２７人 （４２人増）
●世帯数／６９，７５９世帯 （５１世帯増）
●人口密度／１０，１９５人／�
●面積／１５．６０�
平成３０年６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
企画総務課 �２５８―６７０６
北区教育・健全育成相談窓口 �２５８―６７４８

�
�
�
�２５８―６８１７

自治推進課 �２５８―６７７９
美化担当 �２５８―６８６５

�
�
�
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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 �２５８―６６７８
地域福祉課 �２５８―６７７１
介護保険係 �２５８―６６５１
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�
�２５８―６８３６

子育て支援課 �２５８―６６２１ �２５８―６８８３
北保健センター �２５８―６６００ �２５８―６６１４

〒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.city.s
akai. lg. jp�i�kuya
kusho�kita�index.
html

北区区民活動支援コーナー北区区民活動支援コーナー北区区民活動支援コーナー
�キャップハンディ体験と

やさしい手話講座
�キャップハンディ体験�身体に障害
のある状態を疑似体験することで、障害

への理解を深めます。車椅子体験、視覚

障害体験、点字器体験、ユニバーサルデ

ザインの展示（視覚障害者のための日用

品）など。講師はキャップハンディ指導

ボランティアさかい。

�やさしい手話講座�手話で挨拶や自
己紹介を学び、やさしい手話を体験しま

す。講師は、ろうあ者福祉協会東支部・

手話サークル金岡。

いずれも８月７日（火）、午後１～３時

３０分、フレスポしんかな２階（北区新金

岡町５丁１―１）で。無料。直接会場へ。

�夏休み手作り体験講座
「自然工作教室」
近隣の公園や自然から環境とエコにつ

いて学び、葉っぱや木の枝などの素材を

使ってセミを作ります。講師はおおいず

みどんぐりの会。

８月２日（木）、午前１０時３０分～正午、

同コーナーで。小学生以下（未就学児は

保護者同伴で）が対象。材料費１００円。ハ

サミ、色えんぴつを持参。
申 込 受け付け中。電話か FAXで、住

所、氏名、電話番号、年齢、催し名を書

いて同コーナー（北区新金岡町４丁１―８

新金岡市民センター２階 �・�２５８―
３９１１�月曜日、祝日は休館�）へ。先着２０人。

８月１日（水）、午後１時から北区役所

３階３０２会議室で、第３回北区区民評議

会を開催します。また、今回の会議で

は、北区選出の市議会議員との意見交換

会も行います。

傍聴を希望する方は開始時間の３０分前

から受け付けます。直接会場へ。

会議録など詳しくは、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。
問 合 北区役所企画総務課（�２５８―

６７０６ �２５８―６８１７）へ。

北区区民評議会

７月６日（金）、午前９時から北区役所

大会議室で、北区教育・健全育成会議を

開催します。どなたでも傍聴できます。

午前８時３０分から受け付け。直接会場へ。

会議の詳細や過去の開催状況は北区ホ

ームページ（アドレスは下記参照）でご覧

になれます。
問 合 北区役所企画総務課（�２５８―

６７４８ �２５８―６８１７）へ。

北北北 区区区 子子子 育育育 ててて フフフ ェェェ ススス タタタ

７月22日（日）　午前10時～午後４時　イオンモール堺北花田７月22日（日）　午前10時～午後４時　イオンモール堺北花田７月22日（日）　午前10時～午後４時　イオンモール堺北花田

■主催／北区子育てフェスタ実行委員会　■協力／イオンモール堺北花田

「ばいきんまんのお手伝い大作戦」
■時間
　１回目
　　午前10時30分～
　２回目
　　午後１時30分～
■場所
　イオンモール堺北花田
　センターコートステージ

　１回目のみ、優先入場を行いますので、ご希望の方は
午前10時までにイオンモール１階「11モール出入口」にお
並びください。先着150名様まで。

観覧無料

©やなせたかし／
フレーベル館・TMS・NTV

・子育て支援情報コーナー
・手作りワークショップ・赤ちゃんの遊びのコーナー
・子育てサークルPRコーナー
・子育てひろばPRコーナー
・親と子の健康・育児相談コーナー
・遊んで学ぼう�食と健口コーナー
・まもろう健康 受けよう検（健）診コーナー
・えほんのひろば（よみきかせ会・おはなし会）
・おすすめ絵本の展示と特設コーナー
・病児病後児保育制度及び子育て応援アプリPRコーナー
・北区子どもの生活習慣アプリPRコーナー
・ファミリーサポートセンターPRコーナー
・子ども会・青少年指導員会PRコーナー
・親育ち支援情報コーナー
・子ども家庭フォーラム【同時開催】

１０：００～１６：００各種
コーナー

うたっておどってわくわくコンサート１５：３０～１６：００

ステージ
イベント

外国人講師と英語を使って一緒に遊ぼう～Let's sing together♪～１４：３０～１５：００

それいけ�アンパンマン ショー１３：３０～１４：００

うたっておどってわくわくコンサート１２：１５～１２：４５

キッズファッションショー１１：３０～１２：００

それいけ�アンパンマン ショー１０：３０～１１：００

内容時間場所

北区では、イオンモール堺北花田（北花

田駅前）で、子育て世代向けに北区子育て

フェスタを開催します。

それいけ�アンパンマン ショー「ばい

きんまんのお手伝い大作戦」などのステー

ジイベントや、絵本の読み聞かせ、子育て

相談など盛りだくさんの内容です。皆さん

の来場をお待ちしています。入場無料。直

接会場へ。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。
問 合 北区子育てフェスタ実行委員会事

務局（北区役所企画総務課内 �２５８―６７０６
�２５８―６８１７）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。

いずれも７月２４～２７日、午前１０時～午後

３時、北区役所で。無料。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。１階エントランスホールで。

�パネル展示・クイズラリー�認知症
に関するさまざまな情報の紹介やクイズ

ラリーを実施します。１階エントランス

ホールで。

�認知症ブックフェア�認知症関連書
籍を展示します。２階北図書館で。

�関連講座
�堺コッカラ体操�体を動かしながら
脳を活性化させる体操を体験します。７

月２４日（火）、午前１０～１１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�認知症
の方とその家族への応援者を増やす講座

です。７月２４日（火）、午後１時３０分～３時、

１階大会議室で。予約制。先着３０人程度。

�認知症家族のための勉強会�臨床心
理士・梨谷竜也さんが、認知症の方への

対応や家族支援について講義します。７

月２７日（金）、午後１時３０分～３時、１階大

会議室で。認知症の方やその家族、認知症

に興味がある方が対象。予約制。先着４０人

程度。

申し込み方法など詳しくは、北基幹型

包括支援センター（�２５８―６８８６ �２５８―
８０１０）へ。

認認知知症症ウウィィーークク

一般公募の出演者とスペシャルゲストによる「北区音楽祭」を開催します。さま

ざまなジャンルの演奏をお楽しみください。

７月７日（土）、午後１～４時３０分、北区役所エントランスホールで。入場無

料。直接会場へ。来場の際は公共交通機関の利用にご協力ください。
問 合 北区役所自治推進課（�２５８―６７７９ �２５８―６８７４）へ。

※出演者・出演時間は変更になる場合があります。
風船うさぎ（昭和歌謡演奏）１５：４５

休憩（１５：４０～１５：４５）
邦楽合奏団「地涌」（和楽器演奏）１５：２５
アップルパイ（オーケストラユニット）１５：１０
日本民謡 龍扇会（日本民謡）１４：５５
堺ハーモニカアンサンブル（クロマチックハーモニカ合奏）１４：４０
邦楽 生田流 淀の会（邦楽演奏）１４：２５

休憩（１４：１５～１４：２５）
大泉学園（クラシックギター演奏）１４：００
Astral Quintet（木管アンサンブル）１３：４５
左海相撲甚句会（民謡・甚句）１３：３０
南風ハーモニカ（ハーモニカアンサンブル）１３：１５
ベル＊フル～ル（ハンドベル演奏）１３：００

出演者時間
プログラム

北北北北北北北北北北北北北北北北北北北北北北区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭北北北北北北北北北北北北北北北北北北北北北北北北北北北北北北北北北北北北北北北北北北北北区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭第５回

【スペシャルゲスト】
午後３時４５分～４時１５分
風船うさぎ（昭和歌謡演奏）
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北区教育・健全育成会議北区教育・健全育成会議北区教育・健全育成会議


