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■休館日 １０月５・１２・１９・２６
日、１１月２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。
イベントは状況によって中止
となることがあります。

■１０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】ノーベル賞
【児童向け】こわ～いおはなし
■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
はオトフリート・プロイスラー著
の「クラバート」。１０月１４日（水）午
前１０時～正午。費用１００円。
�新金岡読書会�本は海堂尊著の
「極北クレイマー」。１１月１日（日）
午後２～４時。
無料。
申込方法など詳しくは同館へ。

■北図書館からの挑戦状!きみは
おもしろい本を借りることができ
るのか
「ひとこと紹介文」を手がかりに
ラッピングしている本を借りよう
!（絵本・児童書・ティーンズ向
けの本にな
ります）
【期間】１０月
２３～２５日
（各日先着
５０人、１人
１冊）

サンヴァリエ中百舌鳥集会所前１３：３０～１４：２０１日（日）１１月
府営 浅香山住宅８棟北１４：５０～１５：５０３０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１０：００～１１：３０２２日（木）
サンヴァリエ中百舌鳥集会所前１３：３０～１４：２０１８日（日）
府営 浅香山住宅８棟北１４：５０～１５：５０１６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１０：００～１１：３０８日（木）
サンヴァリエ中百舌鳥集会所前１３：３０～１４：２０４日（日）
府営 浅香山住宅８棟北１４：５０～１５：５０２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。
１０月３日午後１～４時、２１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

サッカーボールにたくさん触れ
て、基本的なボールテクニックを習
得することを目標にした内容です。
初心者にも丁寧に教えます。ぜひこ
の機会にサッカーを体験してみませ
んか。
１０月１９日（月）午後７～８時３０分、
のびやか健康館（北区金岡町２７６０―
１）で。小学生が対象。無料。動き
やすい服装、フットサルシューズ
（サッカースパイクは使用不可）、タ
オル、飲み物、サッカーボール（お
持ちでない方は同館で用意します）
を持参。マスク着用。

�１０月６日、午前１１時から直接フロ
ントか電話で同館（�０７２―２４６―５０５１
�水曜日は休館�）へ。先着１５人。
定員に達した場合はキャンセル待

ちで受け付けし、空きが出次第案内
いたします。

のびやか健康館 ジュニアサッカー無料スクール

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。
申請は１０月下旬に郵送される申請
書（市ホームページでダウンロード
可）を１１月１６日（消印有効）までに学
務課（〒５９０―００７８ 堺区南瓦町３―
１）へ郵送。または１１月２～１６日（土

・日曜日、祝休日を除く）午前９時
～午後５時１５分、北区役所２階企画
総務課前会議室で。
ただし、新中学１年生で小学６年

生時に就学援助の認定を受けている
方は申請不要。
詳しくは広報さかい１０ページ、市

ホームページ参照。
�学務課（�２２８―７４８５ �２２８―７２５６）

北区では１月１１日（祝日）、堺市産
業振興センター（中百舌鳥駅前）イベ
ントホールで成人式を開催します。
今回は新型コロナウイルス感染症

対策として午前１０時からと、午後１
時からの２部制での開催を予定して
います。平成１２年（２０００年）４月２日
から平成１３年（２００１年）４月１日に生
まれた方が対象。
詳細は１２月上旬に対象の方へ発送

予定の案内状や北区広報１２月号、北
区ホームページにて改めてお知らせ
します。

なお、今後の感染拡大の状況によ
り式典内容の変更や、オンラインな
どでの開催になる場合があります。
�北区役所自治推進課（�２５８―６７７９
�２５８―６８７４）。

歴史好きの方たちが集まる「北区
歴史カフェ」が開催されます。
今回は「北八下の昔と今」がテー

マ。今春完成した探訪マップ作りの
話や、かつて、米作りや綿花栽培の
村だった北八下の歴史について語り
合いませんか。皆さんのご参加をお
待ちしています。
１１月８日（日）午後１時３０分～４
時、北区区民活動支援コーナー大会
議室（北区新金岡町４丁１―８新金岡
市民センター２階）で。無料。
�電話で１０月２～３１日に北区歴史カ
フェ事務局（小松�０８０―２４４４―２０９８）

へ。先着１５人。
�同団体か北区役所自治推進課（�
２５８―６７７９ �２５８―６８７４）

～「北八下の昔と今」を語ろう～
北 区 歴 史 カ フ ェ 主催 北区歴史カフェ

堺市成人式（北区）の開催について

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

昨年度の成人式の様子
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令和２年（２０２０年）１０月１日２


