
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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ベビープログラムで子育て仲間を作りませんかベビープログラムで子育て仲間を作りませんか
はじめての子育てをしている

お母さんと赤ちゃんのためのプ
ログラムです。日頃の悩みや、
少し先の子育ての話を一緒にし
ませんか。
２月５・１２・１９・２６日、１３時

３０分～１５時３０分、４回連続のプ
ログラムです。北区役所５階キ
ッズルーム（和室）で。生後２～
５カ月（令和２年９月５日～１２
月５日生まれ）の第１子とその

母親が対象。無料。
�１月６日から子ども家庭支援
センター清心寮「リーフ」（�２５２
―３５２１）へ。先着６組。

お話し会お話し会お話し会大人ママ＊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。
今回は、NARDJAPAN アロ

マインストラクター・近藤直子
さんを講師に迎え、アロマでリ
フレッシュ、リラックスする方

法も学びます。
１月１９日（火）１０～１１時（１歳

児以上対象）、１３時３０分～１４時
３０分（０歳児対象）、北区役所５
階キッズルーム（和室）で。就学
前の子どもをもつおおむね４０歳
以上の保護者（妊婦を含む）とそ
の子どもが対象。無料。
�１月５日１０時から電話で同課
へ。先着各４組。

■休館日 １月１～４・１８・２５
日、２月１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
は中止になることがあります。
■１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】家の中で楽しむ
【児童向け】外国語絵本
■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。申込方法など詳しく
は同館へ。
�新金岡子どもの本を読む会�本
は安田夏菜著『むこう岸』。１月１３
日（水）１０時から。費用１００円。
�新金岡読書会�本はヴァレンタ
イン・デイヴィス著『３４丁目の奇
跡』。２月７日（日）１４時から。無
料。
■堺図書館サポーター倶楽部創立
２０周年記念事業パネル展示
堺図書館サポーター倶楽部の発

足から現在までの活動を紹介しま
す。１月１６～３１日。同館で。

北図書館
��２５８―６８５０
�２５８―６８５１

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

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。１
月９日１３～１６時、２０日１８～２１時、２３
日１３～１６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）

ほっとしよう
（認知症家族の交流会）
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、日常生活の中での気にな
る事や心配事など、参加者が自由に
話しながら情報交換しています。
また、体操やレクリエーションで

体を動かし、楽しい時間を過ごして
います。２月４日（木）１３時３０分～１５
時、北区役所３階３０２会議室で。認
知症の方とその家族・支援者の方が

対象。
�１月４日（月）から、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。

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。

堺「職」のパネル展
in 北区役所

堺「職」のパネル展
in 北区役所

さかい JOB ステーションでは、
就職や転職を考えている皆さんの
「働きたい」を応援するイベント『堺
「職」のパネル展 in 北区役所』を開催
します。無料。直接会場へ。いずれ
も北区役所１階エントランスホール
で。
�応援イベント
１月１５日（金）１１～１６時。内容は次
のとおり。
�地元企業の情報案内
�キャリアカウンセラーによる仕事
相談

�パネル展示
１月１３～１５日。市の就職支援施設
さかい JOB ステーションの紹介パ
ネルや市内の求人企業に関する情報
などを展示します。
�さかい JOBステーション（�０１２０
―２４５―１０８ �２３８―４６０５）か雇用推進
課（�２２８―７４０４ �２２８―８８１６）

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）

中百舌鳥公園団地内 中央広場１０：００～１１：３０４日（木）２月
サンヴァリエ中百舌鳥 集会所前１３：３０～１４：２０３１日（日）

１月

府営 浅香山住宅８棟北１４：５０～１５：５０２９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１０：００～１１：３０２１日（木）
サンヴァリエ中百舌鳥 集会所前１３：３０～１４：２０１７日（日）
府営 浅香山住宅８棟北１４：５０～１５：５０１５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１０：００～１１：３０７日（木）

駐車場所駐車時間日程

北区区民評議会を開催します北区区民評議会を開催します
１月２７日（水）１０時から、北区役所
３階３０２会議室で。会議は公開して
いますので、ぜひ傍聴にお越しくだ
さい。なお、新型コロナウイルス感染

防止のため、来場の際はマスクの着
用と検温にご協力ください。
�北区役所企画総務課（�２５８―６７０６
�２５８―６８１７）

昨年の様子

前回の様子

令和３年（２０２１年）１月１日２


