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■休館日 ９月１・７・１４・２８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
策を行って開館しています。
おはなし会などのイベントは
引き続き休止しています。

■９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】多様性を求めて
【児童向け】空を見上げてみよう
【ミニブックフェア】生活習慣病を
知って予防しよう

■読書会
同じ本を読んで、感想を語り合

いませんか。いずれも北区役所３
階研修室で。
�新金岡子どもの本を読む会�本
は小手鞠るい著の「ある晴れた夏
の朝」。９月９日（水）、午前１０時
～正午。費用１００円。
�新金岡読書会�本は村田沙耶香
著の「コンビニ人間」。１０月４日
（日）、午後２～４時。無料。
いずれも申し込み方法など詳し

くは同館へ。

府営 浅香山住宅８棟北１４：５０～１５：５０
２日（金）１０月

北花田第一公園１３：３０～１４：３０

中百舌鳥公園団地内 中央広場１０：００～１１：３０２４日（木）

９月

サンヴァリエ中百舌鳥集会所前１３：３０～１４：２０２０日（日）

府営 浅香山住宅８棟北１４：５０～１５：５０
１８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１０：００～１１：３０１０日（木）

サンヴァリエ中百舌鳥集会所前１３：３０～１４：２０６日（日）

府営 浅香山住宅８棟北１４：５０～１５：５０
４日（金）

北花田第一公園１３：３０～１４：３０

駐車場所駐車時間日程

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。
９月５日、午後１～４時、１６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）

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

詐欺の電話に要注意�

高齢の方を狙った次のような詐欺
の電話に注意して下さい。
警察官を名乗る犯人から「あなた

の情報が犯罪組織に漏れています」

「キャッシュカードの変更手続きを
行いますので、暗証番号を教えて下
さい」「ご自宅に今から伺います」と
いった詐欺の電話が多発していま
す。
警察官がこのような手続きをする

ことはありません。
不審な電話は、一人で判断するこ

となく、一度電話を切って家族や警
察に相談するようにしましょう。

予防救急�身の回りで
起こりやすい事故は？

９月９日は救急の日です。
歩行中や自転車などによる転倒事

故や、入浴中の事故で救急搬送され
る方が増加しています。
特に、入浴中の浴槽での溺水事故

は重症につながるケースが多いの

で、次の点に注意し、事故を防ぎま
しょう。
�防ごう入浴中の事故!
�お酒を飲んでから入らない
�脱衣所と浴室の温度差に注意する
�浴槽から急に立ち上がらない
�入浴前後に十分な水分を補給する

北老人福祉センターの催し

健腸長寿

９月健康教養講座９月健康教養講座

長生きで健康に過ごすためには、
栄養素を吸収する腸を丈夫にしてお
くことが大切です。その健康の要で
ある腸について学びます。
９月８日（火）、午後１時３０分～２

時３０分、同センター（北区常磐町１
丁２５―１）１階やなぎの間で。市内在
住の６０歳以上の方が対象。無料。マ
スク着用。
�９月２日から直接か電話で同セン
ター（�２５５―６３８０ �２５２―２４３６）へ。

先着２５人。
�北老人福祉センターを活用ください!
市内在住６０才以上の方々の健康増

進・教養の向上・生きがいづくり・
レクレーション活動など幅広くご利
用いただける施設です。
入浴施設（浴場）もあり、各種クラ

ブ・同好会活動なども行われていま
す。
現在、コロナウイルス感染予防対

応のため、利用制限を設けていま
す。詳しくは同センターへお気軽に
お問い合わせください。

防防犯犯ココーーナナーー
�北堺警察署生活安全課（�２５０

―１２３４）

防防災コーナー 防災コーナー 防災コーナー 
�北消防署（�２５０―０１１９ �２５３―
２０１６）

令和２年１０月３・４日に開催を
予定しておりました「百舌鳥八幡
宮月見祭太鼓台奉納行事」は、新
型コロナウイルス感染症の感染拡
大防止の観点から、関係者並びに
ご来社いただく方々の健康・安全
面を最優先に考慮し、開催を中止

することとしました。楽しみにさ
れていた皆様には残念な結果とな
りましたが、ご理解くださいます
ようお願いします。�百舌鳥八幡
宮社務所（�２５２―１０８９ �２５２―
８２９３）か北区役所企画総務課（�
２５８―６７０６ �２５８―６８１７）

百舌鳥八幡宮月見祭太鼓台奉納行事
中止のお知らせ

令和２年（２０２０年）９月１日２


