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■休館日 １１月２・９・１６・３０
日、１２月１日
■開館時間 火～金曜日�１０～２０
時、土・日曜日、祝日�１０～１８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。
行事は中止となることがあり
ます。

■１１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】考えよう、食べること
（食育・歯）
【児童向け】なかよし ともだち
■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

はリ・ソンジュ著の「ソンジュの
見た星：路上で生きぬいた少
年」。１１月１１日（水）１０～１２時。費
用１００円。
�新金岡読書会�本はカズオ・イ
シグロ著の「わたしを離さない
で」。１２月６日（日）１４～１６時。無
料。
申込方法などは同館へ。

■ボランティアステップアップ講座
絵本の�絵�をよむ～絵とこと

ばから考える絵本～
絵本の構成や絵本を子どもに読

み聞かせることの意味について知
識を深める講座を動画配信にて行
います。講師は武庫川女子大学
（教育学部）准教授・遠藤純さん。
動画公開期間は１２月２～２５日。
市内で子どもの読書活動に関わる
ボランティアをしている方が対
象。
�１１月１１日１０時～１１月２５日に電子
申請システム
で。抽選５０人。
詳しくは同館ホ
ームページか同
館へ。

中百舌鳥公園団地内 中央広場１０：００～１１：３０３日（木）１２月
サンヴァリエ中百舌鳥集会所前１３：３０～１４：２０２９日（日）

１１月

府営 浅香山住宅８棟北１４：５０～１５：５０
２７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１０：００～１１：３０１９日（木）
サンヴァリエ中百舌鳥集会所前１３：３０～１４：２０１５日（日）
府営 浅香山住宅８棟北１４：５０～１５：５０

１３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１０：００～１１：３０５日（木）
サンヴァリエ中百舌鳥集会所前１３：３０～１４：２０１日（日）

駐車場所駐車時間日程

北図書館
��２５８―６８５０
�２５８―６８５１

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。
１１月２１日（土）１３時３０分～１６時（受
け付けは１５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。
�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）

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

子育て支援課
ホームページ
2次元コード

子育て応援アプリ
2次元コード

お話し会
交流会
お話し会
交流会
お話し会
交流会大人ママ＊人ママ＊人ママ＊

北区へ引っ越して間もない就
学前の子どもとその保護者、妊
娠中の方を対象に、地域につい
て知り、交流を深めることを目
的に子育て講座を開催します。
慣れない地域で不安な方、も

っと地域のことを知りたい方、
友達を作りたい方、ぜひ親子で

参加ください。
１１月１０日（０歳児対象）、１１月

１７日（１歳児以上対象）１０～１１
時、北区役所５階子育て支援課
キッズルームで。無料。
�１１月２日１０時から電話で同課
へ。先着各４組。

ようきたね！
北 子育て案内講座

～北区で楽しく＾０＾子育てしよう～

気軽に集い、交流できる場所
として、表のとおり、みんなの
子育てひろばを開設していま
す。子育ての相談に応じたり、
地域の子育て情報の提供などを
行っています。無料。新型コロ

ナウイルスの感染防止のため、
各ひろばで開設時間の短縮や利
用人数の制限などを行っている
場合があります。詳細は各ひろ
ばへ。

０８０―４６４１―５４６４月・火・水
※１

南花田東町会館
（北区南花田町４１４‐１）

やしもみんなの
子育てひろば

０９０―７３４３―９６４１月～土北区百舌鳥陵南町３‐１３
乾ビル４階

子育てひろば
くるみ

０９０―２３５４―８００７月～金北区東浅香山町２丁４‐１０２号虹ひろば

０７０―５６６３―８４２４月・水・木・金
（毎月第２金は休み）

中百舌鳥町自治公民館３階
（北区中百舌鳥町５丁７９６‐１）

なかもず子育て
みんなのひろば

２５５―６９３９火～金 ※１新金岡市民センター２階
（北区新金岡町４丁１‐８）

しんかなみんな
の子育てひろば

２５３―３５２５
（ときわこども園）月～金北区北花田町４丁９３‐６

プロシードタチバナ１０２号風ひろば

０９０―９２１０―０７９７月～木 ※１金岡こども館
（北区金岡町２４６９‐１）

金岡子ども
ルーム

電話番号曜日場所

みんなの子育てひろばみんなの子育てひろば

※１ 土・日曜日に開催している日があります。開室日や開室時間については
各ひろばへ。

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）

同年代の保護者と子育ての楽
しさや大変さを話したり、友達
を作ったりしませんか。

１１月１３日・３０日１０～１１時、北
区役所５階キッズルーム（和室）
で。おおむね４０歳以上の保護者
（妊婦を含む）とその子どもが対
象。無料。
�１１月６日１０時から電話で同課
へ。先着各４組。

電子申請システム

�北区役所子育て支援課（�２５８―６６２１ �２５８―６８８３）

令和２年（２０２０年）１１月１日２


