
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

問北区役所子育て支援課（☎258-6621  FAX 258-6883）
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■休館日 １２月１・７・１４・２１・
２８～３１日、１月１～４日。また、
返却ポストは１２月２７日（日）１０時か
ら、１月５日（火）９時までご利用
いただけません。ご注意くださ
い。
■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。

■１２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】表現力を高める
【児童向け】世界のおまつり
【特別フェア】科学道１００冊
■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
はマイケル・ボンド著の「パディ
ントンのクリスマス」。１２月９日
（水）１０～１２時。費用１００円。
�新金岡読書会�本は町田康著の
「くっすん大黒」。１月１０日（日）１４
～１６時。無料。申込方法など詳し
くは同館へ。

中百舌鳥公園団地内 中央広場１０：００～１１：３０７日（木）１月
サンヴァリエ中百舌鳥集会所前１３：３０～１４：２０２７日（日）

１２月

府営 浅香山住宅８棟北１４：５０～１５：５０
２５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１０：００～１１：３０１７日（木）
サンヴァリエ中百舌鳥集会所前１３：３０～１４：２０１３日（日）
府営 浅香山住宅８棟北１４：５０～１５：５０

１１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１０：００～１１：３０３日（木）

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）

北区の子ども食堂を応援する

「フードドライブ」へのご協力を！「フードドライブ」へのご協力を！
家庭で眠っている食品の寄付を募り、北区の子ども食堂の運営などに活

用するフードドライブを行います。
対象は米、乾麺、インスタント食品、レトルト食品、食用油、調味料、

缶詰、菓子類など（常温保存・未開封で賞味期限まで１カ月以上あるもの）
です。びん詰めの食品、生鮮
食品、冷凍食品、アルコール
飲料は受け付けできません。
１２月１～１０日、９時３０分～

１７時（土・日曜日を除く）に直
接、堺市社会福祉協議会北区
事務所（北区役所１階）へ。
�堺市社会福祉協議会北区事
務所（�２５８―４７００ �２５８―
４７７０）

昨年のフレスポしんかなでの
フードドライブの様子

認知症サポーター
養成講座

認知症の方とその家族への応援者
である「認知症サポーター」を養成す
る講座です。
１２月１７日（木）１３時３０分～１５時。北
区役所１階大会議室で。初めて参加
される方が対象。
�受付中。電話か FAX で北基幹型
包括支援センター（�２５８―６８８６ �
２５８―８０１０）へ。先着１５人程度。

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。
１２月５日１３～１６時、１６日１８～２１
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�１０～１６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

講座の様子 ※ソーシャ
ルディスタンスをとりな
がら実施しています。

�区役所ひろば「ゆめひろば」
ゆめひろば（北区役所５階）で

は、就学前の子どもとその保護
者が気軽に集い、交流したり、
おもちゃで遊んだりしていま
す。子育てに関する相談に応じ
るほか、地域の子育て支援情報
も提供します。
現在は新型コロナウイルス感

染症対策のため、開室時間短縮

や利用人数制限を行っていま
す。開室状況や詳しい利用方法
は、区ホームページかさかい子
育て応援アプリでご確認くださ
い。

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＊

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。
１２月１０・１８・２１日いずれも１０
～１１時。北区役所５階キッズル

ーム（和室）で。２１日のみダブル
ケア（子育てと介護を同時期に
行わなければならないこと）を
テーマに交流します。
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。
�１２月４日１０時から電話で同課
（�２５８―６６２１）へ。先着各４組。

令和２年（２０２０年）１２月１日２


