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堺市社会福祉協議会北区事務所 �２５８―４７００ �２５８―４７７０
北区障害者基幹相談支援センター �２５１―８１６６ �２５０―８８００
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
〈北区役所庁外〉
北第１地域包括支援センター（東浅香山・新浅香山・五箇荘・五箇荘東の各小学校区）

�２４０―０１２０ �２４０―０１２１
北第２地域包括支援センター（東三国丘・光竜寺・新金岡・新金岡東の各小学校区）

�２５２―０１１０ �２５７―２９４１
北第３地域包括支援センター（大泉・金岡・金岡南・北八下の各小学校区）

�２５７―１５１５ �２５７―１５２５
北第４地域包括支援センター（中百舌鳥・百舌鳥・西百舌鳥の各小学校区）

�２７６―３８３８ �２７６―３８００
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新金岡駅

北部地域北部地域
整備事務所整備事務所
北部地域
整備事務所

・大阪メトロ御堂筋線「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

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 �０５７０―０２―１１３２ �２５２―４１３２／北部地域整備事務所 �２５８―６７８２ �２５８―６８４３
市税事務所 法人諸税課（軽自動車税に関すること）�２３１―９７４１ �２５１―５６３１／固定資産税課（固定資産税に関すること）�２３１―９７６４ �２５１―５６３３

市民税課（個人市民税に関すること）�２３１―９７５３ �２５１―５６３２／納税課（市税の納税に関すること）�２３１―９７７３ �２５１―５６３４
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「人のうごき」のコーナー

は、現在、国勢調査を集

計中のため、掲載を休み

ます。

企画総務課 �２５８―６７０６
北区教育相談 �２５８―６７４８
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自治推進課 �２５８―６７７９
美化担当 �２５８―６８６５
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市民課 �２５８―６７１３ �２５８―６９０５
保険年金課 �２５８―６７４３ �２５８―６８９４
〈北保健福祉総合センター〉
生活援護課 �２５８―６７５１ �２５８―６６７８
地域福祉課 �２５８―６７７１
介護保険係 �２５８―６６５１
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子育て支援課 �２５８―６６２１ �２５８―６８８３
北保健センター �２５８―６６００ �２５８―６６１４
北図書館 �２５８―６８５０ �２５８―６８５１

〒５９１―８０２１
北区新金岡町5丁１番4号
　 kitakiso＠city.sakai.lg.jp
■北区ホームページ
http���www.city.sakai.lg.jp�
kita�index.html

■モバイルさかい北区Web
http���www.city.s
akai. lg. jp�i�kuya
kusho�kita�index.
html

　11月７日(土)、金岡公園野球場にて開催を予定しておりました「北区交流まつり2020」は、新
型コロナウイルスの感染防止とご来場いただく方や出展を予定されている方の健康・安全面を
最優先に考慮した結果、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。
問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　FAX258-6874)

～災害に備えよう～

電子申請システム

　来年、小学校に入学する子ども
の健康診断を表のとおり行いま
す。10 月下旬に郵送で通知してお
りますので、指定日に指定された
小学校で受診してください。通知
が届かないときは、保健給食課へ。
問同課 (☎228-7489　FAX228-
7256)

小学校就学前の健康診断小学校就学前の健康診断小学校就学前の健康診断

　地震や風水害などの災害発生時における共同住宅(マンションなど)
での避難生活に焦点を当てた防災講座を開催します。
12月12日(土)13～15時、堺市産業振興センター(中百舌鳥駅前)4階セ
ミナー室4で。無料。マスク着用。
※新型コロナウイルス感染症の影響により、講座内容の変更か中止をす
る場合があります。
　11月２日９時から電子申請システムかFAX、郵送
で住所、氏名、電話番号、年齢を北区役所自治推進課
(☎258-6779　FAX258-6874）へ。先着30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
出次第案内します。
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職業訓練セミナー
希望職種へのチャレンジ！
急がば学べ、職業訓練！
主催：ハローワーク堺　共催：堺市

　ハローワーク堺による出張セミ
ナーを実施します。職業訓練の種
類、希望職種に合った職業訓練の選
び方などを説明します。
　新たなスキルを身につけ、職種転
換などをお考えの方はぜひご参加
ください。
　12月８日(火)14～15時(13時30
分開場)、北区役所3階302会議室

で。求職活動中か転職をお考えの
方が対象。無料。参加者のマスク着
用、検温を実施。体調不良の方は、
参加をお控えください。
　11月10日から電話でハロー
ワーク堺職業相談第2部門職業訓
練相談コーナー(☎238-8301〈部
門コード42♯〉)へ。先着30人。

学 校 名 電話番号 日程
大泉小学校 251-2816 11月 ９日 ( 月 )
金岡南小学校 258-3104 11月 ９日 ( 月 )
西百舌鳥小学校 258-0231 11月 12日 (木 )
金岡小学校 252-0028 11月 17日 (火 )
光竜寺小学校 251-2032 11月 17日 (火 )
新金岡小学校 252-1723 11月 17日 (火 )
百舌鳥小学校 252-0477 11月 18日 (水 )
新金岡東小学校 255-8414 11月 19日 (木 )
五箇荘小学校 252-1418 11月 25日 (水 )
東三国丘小学校 252-0263 11月 25日 (水 )
東浅香山小学校 252-1081 11月 26日 (木 )
新浅香山小学校 254-5081 11月 30日 (月 )
北八下小学校 252-0212 12月 16日 (水 )
中百舌鳥小学校 258-2650 12月 16日 (水 )
五箇荘東小学校 255-7911 12月 23日 (水 )

交流会の様子※ソーシャルディ
スタンスをとりながら実施して
います。

　和やかな雰囲気の中、北区のまち
づくりなどについて、自由に語り合
い、交流を深めます。
　今回は、次回との共通テーマ「健
康に年を重ねるために」の健康編と
して、高齢者をはじめすべての人が
健康で暮らせるまちづくりについて
意見交換をします。また、人と人のつ
ながりをテーマとした出前健康セミ
ナーも実施します。
　次回は同テーマの福祉編を来年

１月中旬に開催予定です。
　12月19日(土)13～15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)大会議室で。無料。マス
ク着用。
　11月4日９時から直接か電話、
FAXで住所、氏名、電話番号、催し
名 を 同 コ ー ナ ー（ ☎・F A X
258-3911〈月曜日、祝日は休館〉）
へ。先着20人。

　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、日常生活の中で気になることや心
配ごとなど、参加者が自由に話しなが
ら情報交換しています。
　また今回は、北保健センターの歯科
衛生士の方を招き、「口腔ケアや口腔
フレイルの予防」について学びます。
　11月５日（木）13時30分～15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。
受付中。電話かFAXで北基幹型包括

支援センター（☎258-6886　FAX
258-8010）へ。先着15人。

ほっとしよう
北区認知症家族の交流会


