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市民課 �２５８―６７１３ �２５８―６９０５
保険年金課 �２５８―６７４３ �２５８―６８９４
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 �２５８―６７０６
自治推進課 �２５８―６７７９

�
�
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�
�

�２５８―６８１７
地域美化係 �２５８―６８６５

北市税事務所 課税 �２５８―６７１４
納税 �２５８―６７２４

�
�
�
�２５８―６８２２

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
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�
�２５８―６８３６

子育て支援課 �２５８―６６２１ �２５８―６８８３
（北地域子育て支援センター専用 �２５１―１５１２）
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
北部地域整備事務所 �２５８―６７８２ �２５８―６８４３
北区新金岡町4丁1―5（地図参照）
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中央環状線
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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 

■北区ホームページ
http���www.city.sakai.lg.jp�
kita�index.html

〒５９１―８０２１
北区新金岡町5丁１番4号

■モバイルさかい北区Web
http���www.cit
y.sakai. lg. jp�i�
kuyakusho�kit
a�index.html 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 �２５１―１１３２ �２５２―４１３２

各課へはダイヤルインをご利用ください

人 の う ご き
●総人口／１５８，２１７人 （４２人増）
●男／７５，２１３人 （３８人増）
●女／８３，００４人 （４人増）
●世帯数／６８，７５６世帯（５３世帯増）
●面積／１５．５８�
平成２５年７月１日推計（ ）は前月比8

�
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月号8
今年も８月１４日（水）は午後５時から、１５日（木）は午後５時３０分から、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豊作や町内安全を祈願し、祖先の霊を慰める風習か

ら、盆踊りが行われてきました。

今年も見どころは各町が繰り出す１１基の大太鼓の行進です。行進は８月

１４日（水）、午後５～６時３０分に行われます。

昔から勇壮な太鼓で知られる１１基の大太鼓が神社境内にそろうとその響

きは最高潮に達し、盆踊りへと舞台が移ります。大太鼓が同時に打ち鳴ら

すリズムに乗り、地元のメンバーが独特の節で音頭を取り、盆踊りが始ま

ります。どなたでも踊りの輪の中に入れますので、みんなで一緒に楽しみ

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。

ととどどろろ

響響けけ大大太太鼓鼓 轟轟けけ音音頭頭 わわがが郷郷土土金金岡岡かからら

金金岡岡町町盆盆踊踊りり大大会会
８８月月１１４４日日（（水水））・・１１５５日日（（木木））
雨雨天天のの場場合合 予予備備日日はは１１６６日日（（金金））

北区自治連合協議会と北区役所主催で「北区域 夏のつ

どい２０１３」を開催します。子どもから大人まで楽しめる

ような幅広いプログラムを用意しています。また、当日

は第１部終了後に北区のタウンフラワーのポーチュラカ

の花苗を来場者に配布します（なくなり次第終了）。

８月３日（土）、午後１～５時、北区役所１階エントラ

ンスホールで。無料。直接会場へ。
問 合 北区役所自治推進課（�２５８―６７７９ �２５８―６８１７）

へ。

８月２４日（土）、午前１０時から、北区役所１階

エントランスホールと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。

テーマは「笑顔でつなごう ボランティア」。

北区を拠点に活動するボランティアグループの

ステージ発表やパネル展、工作コーナー、体験教

室、バザーなどを行います。ぜひ、お立ち寄り

ください。
問 合 社会福祉協議会北区事務所（�２５８―

４７００ �２５８―４７７０）へ。
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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、来場に
は公共交通機関をご利
用ください。

北北区区域域 夏夏ののつつどどいい２２００１１３３

第１部 午後１時３０分～３時

■「DANCE LIVE」によ
るダンスパフォーマン
ス
■「関西大学児童文化研
究サークル『子どもの
国 あかとんぼ』」によ
る人形劇と手遊び
上演作品「三匹のやぎ」
「かっぱのさがしもの」
■「たんぽぽ絵本の会」に
よる大型絵本の読み聞
かせ
上演作品「おおきなか

ぶ」「とべバッタ」「みん
なうんち」「だるまさん
が」

第２部 午後４～５時

林林加加菜菜ささんん

■コンサート
�林加菜さん（第４１回堺市新人演
奏会最優秀賞受賞者）によるピ
アノ演奏
♪子犬のワルツ
♪アンダンテスピアナートと華麗
なる大ポロネーズなど
�「邦楽合奏団 地涌」による和楽器演奏

邦楽合奏団 地涌

♪沖縄メドレー
♪花は咲くなど
※曲目は予定です。また、
終了時間は状況により変わ
る場合があります。

８月２４日（土）
北区区民活動支援コーナー
午前１０時～午後４時

体験教室
工作コーナー
喫茶コーナー
など

８月２４日（土）
北区役所エントランスホール
第１部：午前１１時～午後１時
第２部：午後１時４５分～４時

ステージ発表

８月１９～２４日
北区役所エントランスホール
（８月２４日�土�のみ北区区民
活動支援コーナー）

パネル展

第第３３回回

北北区区ボボラランンテティィアア
フフェェスステティィババルル開開催催

DDAANNCCEE LLIIVVEE

オープニングイベント 午後１～１時３０分

■バルーンアート
「はっぴ～ばる～んず」に
よるステージパフォーマン
ス

関関西西大大学学児児童童文文化化研研究究ササーークク
ルル「「子子どどもものの国国 ああかかととんんぼぼ」」

北区役所
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ははっっぴぴ～～ばばるる～～んんずず

北図書館では、こわいおはなし大会を開催しま

す。こちらもぜひご参加ください。無料。直接会場

へ。

日 時 午後３時１０分～３時５０分

集合場所 北区役所２階図書館

内 容 「うまかたやまんば」など
問 合 北図書館（�２５８―６８５０ �２５８―６８５１）へ。たたんんぽぽぽぽ絵絵本本のの会会


