
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北区ボランティアフェスティバル 一人ひとりが輝ける！
区民が主役のまちづくり
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たたく太鼓に歴史の音が　平成最後の盆踊り

金岡町盆踊り大会金岡町盆踊り大会 ８月14日（火）・15日（水）（（（（（（（（（（（（火火火火火火火火火火火火））））））））））） （（（（（（（（（（（（水水水水水水水水水水水水水）））））））））））８月14日（火）・15日（水）８月14日（火）・15日（水）
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※両日とも神社周辺の道路は終日交通規制を行いますので、公共交通機関をご利用ください。

※雨天の場合、予備日は16日(木)※雨天の場合、予備日は16日(木)※雨天の場合、予備日は16日(木)

８月25日（土）

子どもの
e-習慣

のの“家での７つのやくそく+””配信開始配信開始

北区在住の小・中学生の「いい生活習慣」の定着を支援するためスマートフォン

アプリケーション「子どもの e―習慣 �家での７つのやくそく＋�」（北区教育・健
全育成会議提言事業）の配信を７月２０日から開始しています。家で楽しみなが

ら、子どもの基本的生活習慣の確立をめざします。

アプリストアで検索するか、２次元コードを利用して無料（通信料は必要）でダ

ウンロードできます。

利用できる機能は次のとおり。

�生活習慣の目標値を設定
�生活習慣を記録
�入力結果を確認
�がんばった人には、プレゼン
ト（北区在住の小・中学生が対象）
問 合 北区役所企画総務課（�２５８―６７０６ �２５８―６８１７）へ。

1-C3-18-0083

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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・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149号

平成30年（2018年） 人 の う ご き

８
●総人口／１５９，０１３人 （３４人減）
●男／７５，２８３人 （３７人減）
●女／８３，７３０人 （３人増）
●世帯数／６９，７８０世帯 （２１世帯増）
●人口密度／１０，１９３人／�
●面積／１５．６０�
平成３０年７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

�
�
�
�２５８―６８７４

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

�
�
�
�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

８月３１日（金）まで営業しています。営

業時間は午前９時３０分～午後５時４５分。

費用は大人３００円、小・中学生１００円。ロ

ッカー使用料は１回５０円。スタンプカー

ド利用者は５回利用につき１回無料。

また、表のイベントの参加者を募集し

ています。いずれも無料。

詳しくは、金岡公園プールホームペー

ジ（http���sakai�pool.jp）でご覧になるか、
同プール（北区長曽根町１１７９―１８ �・�
２５３―００８０）へ。
申 込 直接同プールへ。各先着順。

―
９：３０～１６：００―土・日・祝未就学児アヒルプール

１２：３０～１３：３０
当日受け付け

８／２小学生以上着衣水泳体験

５０人１３：３０～１３：４０８／１９小学生以下宝探し

各１０人１６：００～１６：４５１週間前から受け付け
８／４・１８・２５

小学生以上

ワンポイントレッスン

―１５：３０～１６：００当日受け付けタイムトライアル

１２人１３：００～１４：００８／１から受け付け
８／５元オリンピック選手による

スイムレッスン

８／１１小学生ライフガード体験

定員時間申込期間開催日対象イベント名

金岡公園プール金岡公園プール金岡公園プール

子どものe―習慣
�家での７つのやくそく＋�

１階キャップハンディ体験、介護相談、バザー、ハーブの工作、模擬店（かき氷、チキ
ンナゲットなど）、健康チェックコーナー、足の測定体験、朗読体験

２階体験教室、ふれあい喫茶、模擬店、ちびっこひろば、赤ちゃんひろば、成年後見
相談、夏野菜バザー、おもちゃ修理、盆踊り、抽選会、パネル展（３３団体）

３階
ステージ発表（琴、尺八、フラダンス、沖縄三線、ハーモニカ、すずめ踊り、健
康体操、民謡、草笛、コーラス、南京玉すだれ、相撲甚句など２０団体）
工作コーナー、バザー、手話体験、ボランティア相談、絵本の読み聞かせ

場所内 容

８月２５日（土）、午前１０時～午後４時、

新金岡市民センター（北区新金岡町４丁

１―８）で北区ボランティアフェスティバ

ルを開催します。入場無料。直接会場へ。

ステージ発表、工作コーナー、体験教

室、ふれあい喫茶、バザー、模擬店、ち

びっこひろば、赤ちゃんひろばなど楽し

い催しがいっぱいです。

大人から子どもまで楽しめるイベント

です。お楽しみ抽選会もあります。ぜ

ひ、お立ち寄りください。
問 合 堺市社会福祉協議会北区事務所

（�２５８―４７００ �２５８―４７７０）か北区区民活
動支援コーナー（�・�２５８―３９１１）へ。

市民の皆さんに市や区の現状・課題を知ってもら

い、まちづくりの方向性を一緒に考える機会として、

市民の皆さんと市長や区長が直接対話します。

今回は、「一人ひとりが輝ける区民が主役のまちづ

くり」をテーマに市民の皆さんとの意見交換を行いま

す。

多くの方の参加をお待ちしています。

会場 新金岡市民センター３階大集会室

時間 午後１～２時

内容 �市長・区長のパネルトーク�区民が主役のまちづくり
�参加者との意見交換会�来場の皆さんと市長・区長との意見交換会
無料。直接会場へ。手話通訳あり。要約筆記を希望の方は、８月１５日

（必着）までに北区役所企画総務課（�２５８―６７０６ �２５８―６８１７）へ。

今年も８月１４・１５日に金岡神社（地図参照）を中心に金岡町盆踊り大会が開催されます。

金岡町では古くから五穀豊穣（ごこくほうじょう）や町内安全を祈願し、祖先の霊を慰める

風習から、盆踊り大会が行われてきました。

見どころは各町が繰り出す１１基の大太鼓のパレードで、

８月１４日（火）、午後５～６時３０分に行われます。

両日、１１基の大太鼓が勇壮な宮入りをした後、午後８時

３０分ごろから大太鼓の打ち鳴らすリズムに合わせて地元の

音頭取りによる盆踊りが始まります。どなたでも踊りの輪

に入れますので、夏の日の思い出にぜひ一度体験してみま

せんか。
問 合 金岡町自治連合会（�２５７―５７３０ �２５７―５７６０）か北区役所企画総

務課（�２５８―６７０６ �２５８―６８１７）へ。
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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

８月９日（木）、午前１０時から北区役所３階３０２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９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。


