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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 
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第811号
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来年４月に公立の小・中学校に入学予

定の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、入学準備に

かかる費用の一部を入学前（３月）に援助

します。

申請受け付けは１１月１～１４日（土・日

曜日、祝日を除く）、午前９時～午後５

時１５分、北区役所２階教育・健全育成相

談窓口で。ただし、現在小学６年生で就

学援助を認定されている方は、申請不

要。

詳しくは広報さかい９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。

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１０日（水）、午前１０時から北区役所

１階大会議室で。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。

堺市新進アーティストバンク登録者で

造形作家・園川絢也さんを講師に、北区

のタウンフラワー「ポーチュラカ」をモチ

ーフにしたアート作品を制作するワーク

ショップを開催します。区役所にカラフ

ルで元気いっぱいなフラワーを咲かせま

せんか。作品は１１月中に区役所エントラ

ンスホールで展示します。

１０月２７日（土）、午後１時３０分～午後２

時４５分、区役所エントランスホールで。

無料。
申 込 往復はがきか電子メールで、住

所、氏名、年齢、電話番号を書いて、１０

月１～１２日（消印有効）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.s

akai. lg. jp）へ。先

着５０人。未就学児

は保護者と一緒に

申し込んでくださ

い。

１１月３日（祝日）、金岡公園野球場（北区長曽根町

１１７９―１８）で「北区交流まつり２０１８」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―６８７４）へ。

制作するアート
作品のイメージ

�栄養・食生活コーナー �歯と口の健康コーナー �お酒の相談 �こころの健康コーナー
�歩行姿勢測定コーナー �ウオーキング情報コーナー �子どもの健康コーナー
�まもろう健康・受けよう検（健）診コーナー �薬の疑問・相談コーナー
�肺がん・結核検診：胸部Ｘ線検査（予約不要）。同時にたん検査（要件あり）を希望の場合は１０
月１９日（金）までに北保健センターへ。要予約。４０歳以上の市民が対象。無料。

例年開催していたウオーキング大会に代わり、今年度より新たに「歩行姿勢測定コーナー」「ウ

オーキング情報コーナー」を実施します。ぜひ、ご参加ください。
問 合 北保健センター（�２５８―６６００ �２５８―６６１４）へ。

来年度入学予定の小・中学生に
就学援助金（入学準備金）を早期支給

不思議な素材で ！」不思議な素材で「“にょきっと”カラフルアート体験！」不思議な素材で「“にょきっと”カラフルアート体験！」””
参加者募集

北区区民評議会

北区まちづくりカフェの参加者たち

が自ら企画・運営する、子育て世代向

けのイベント「♪HAPPY子育て マ

ルシェ」を開催します。ベビーマッサ

ージやスライム作り、子育てグッズの

フリーマーケット、新鮮な野菜のマル

シェなどが楽しめます。

１０月６日（土）、午前１０時～午後１

時、北区区民活動支援コーナー（北区

新金岡町４丁１―８ 新金岡市民セン

ター２階）で。入場無料。直接会場へ。
問 合 北区役所企画総務課（�２５８―

６７０６ �２５８―６８１７）か、北区区民活動
支援コーナー（�・�２５８―３９１１）へ。

北区教育・健全育成会議
１０月１９日（金）、午後１時３０分から北区

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。また、今回の会

議では、北区選出の市議会議員との意見

交換会も開催します。どなたでも傍聴で

きます。午後１時から受け付け。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。

１０月から来年１月末日まで北区役所内に設置されて

いる設備の更新工事を行います。工事期間中は区役所

内及び周辺において通行などご不便ご迷惑をおかけし

ますが、ご理解とご協力をお願いします。
問 合 北区役所企画総務課（�２５８―６７０６ �２５８―

６８１７）へ。


