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■休館日 ８月３・１７・２４・３１
日、９月１日。
■開館時間 火～金曜日�午前１０
時～午後８時、土・日曜日、祝日
�午前１０時～午後６時

新型コロナウイルス感染症対
策として、イベントが中止に
なる場合があります。

■８月のブックフェア
毎月テーマを決めて本の紹介を

しています。展示している本は借
りることができます。

【一般向け】暑さ対策していますか
【児童向け】この本おもしろかった
よ
■読書会
同じ本を読んで、感想を語り合

いませんか。北区役所３階研修室
で。
�新金岡読書会�本は坂木司著の
『和菓子のアン』。９月６日（日）、
午後２～４時。無料。
申し込み方法など詳しくは同館

へ。

中百舌鳥公園団地内 中央広場１０：００～１１：３０２７日（木）
サンヴァリエ中百舌鳥集会所前１３：３０～１４：２０２３日（日）
府営 浅香山住宅８棟北１４：５０～１５：５０

２１日（金）
北花田第一公園１３：３０～１４：３０
中百舌鳥公園団地内 中央広場１０：００～１１：３０６日（木）
サンヴァリエ中百舌鳥集会所前１３：３０～１４：２０２日（日）

駐車場所駐車時間８月の日程

北図書館
��２５８―６８５０
�２５８―６８５１

移動図書館のご利用を
最寄りの移動図書館を気軽にご利用ください。交通事情により遅れる

こともあります。また、北区以外の日程は中央図書館へお問い合わせく
ださい。�中央図書館（�２４４―３８１１ �２４４―３３２１）

相続・遺言・不動産・成年後見な
どの手続きに関する相談に無料で応
じます。電話相談はできません。
８月１９日、午後６～９時、司法書

士総合相談センター堺（堺東駅前）
で。要予約。予約は、大阪司法書士
会堺支部（�０８０―４２３３―４０４０�土・日
曜日、祝休日を除く�午前１０時～午
後４時）へ。

�同会堺支部か市民人権総務課（�
２２８―７５７９ �２２８―０３７１）

遺言、相続、内容証明や各種契約
書の作成、帰化申請、建設・産廃業
や宅建業などの営業許可申請、会社
設立などについて相談できます。電
話相談はできません。
８月２２日（土）、午後１時３０分～４

時（受け付けは午後３時３０分まで）、

堺市産業振興センター（中百舌鳥駅
前）セミナー室３で。予約可。予約
は、大阪府行政書士会堺支部（�２３４
―３９９９ �２６１―３５８３）へ。
�同会堺支部か市民人権総務課（�
２２８―７５７９ �２２８―０３７１）

司法書士による休日・夜間無料法律相談会司法書士による休日・夜間無料法律相談会司法書士による休日・夜間無料法律相談会

行政書士による休日無料相談会行政書士による休日無料相談会

「明るい選挙」とは、買収・供応などの不正
によるゆがんだ投票を排除し、公正かつ適正
に選挙が行われ、私たちの意思が政治に正し
く反映される選挙のことです。
現在、小・中学校、高校、支援学校に通う

市内在住か在学の児童・生徒を対象に、「明
るい選挙」の推進をテーマとしたポスター作
品を募集中です。
詳しくは、市役所市政情報センター、区役

所市政情報コーナーにある募集要項（市ホー
ムページ参照）でご覧になれます。締め切り
は９月１１日（必着）。
�選挙管理委員会事務局（�２２８―７８７６ �２２８
―７８８３）

明るい選挙啓発ポスター作品を募集

北区認知症家族の交流会（愛称「ほ
っとしよう」）では、介護・認知症の
こと、日常生活の中での気になる事
や心配事など、参加者が自由に話し
ながら情報交換をしています。

また、体操やレ
クリエーションで
体を動かし楽しい
時間を過ごしてい
ます。

９月３日（木）、午後１時３０分～３
時、北区役所１階大会議室で。認知
症の方とその家族・支援者の方が対
象。
�８月３日、午前９時から直接か電
話、FAX で北基幹型包括支援セン
ター（�２５８―６８８６ �２５８―８０１０）へ。
先着１５人。
また、８月１８～２１日、北区役所１

階エントランスホールで、「認知症
を知ろう」をテーマに認知症に関す
るパネル展を開催します。詳しくは
同センターへ。

ほっとしよう
（認知症家族の交流会）

前回の様子

堺市選挙キャラクター
「にゃんばぁーる」

のびやか健康館（北区金岡町２７６０
―１）では、子どものサッカーレッ
スンを空調の効いた室内ピッチで体
験できます。通常開催中のサッカー
スクールにも参加できます。
日時、対象は表のとおり。無料。

動きやすい服装で靴底がきれいな靴
（スパイク禁止）か室内用フットサル

シューズを持参。マスク着用。
�８月４日、午前１１時から直接フロ
ントか電話で同館（�２４６―５０５１�水曜
日休館日� �２４６―５０４１）へ。先着各
クラス５人。定員以降はキャンセル
待ち受け付けし、キャンセルが出次
第、同館から連絡します。

１６：５５～１７：５５１５：５５～１６：５５
８月２０日(木)

１７：５５～１８：５５８月１８日(火）

ジュニア２クラス
（小学４～６年生）

ジュニア１クラス
（小学２～３年生）

キッズクラス
（幼稚園年中～小
学１年生）

室内ジュニアサッカースクール
無料体験レッスンのびやか健康館

令和２年（２０２０年）８月１日２


