
問北区役所子育て支援課（☎258-6621  FAX 258-6883）

大泉緑地　四季彩園スプリング
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■休館日 ３月１・８・１５・２２・
２９・３１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
は中止になることがあります。
■３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】わがふるさと～北区
【児童向け】いろいろな仕事
■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。
申込方法などは同館へ。
�新金岡子どもの本を読む会�本
は宇都宮健児の「天皇制ってなん
だろう？」。３月１０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・デイヴィスの「３４丁目の奇
跡」。４月４日（日）１４時から。無料。

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）

中百舌鳥公園団地内 中央広場１０：００～１１：３０１日（木）４月
サンヴァリエ中百舌鳥 集会所前１３：３０～１４：２０２８日（日）

３月

府営 浅香山住宅８棟北１４：５０～１５：５０
２６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１０：００～１１：３０１８日（木）
サンヴァリエ中百舌鳥 集会所前１３：３０～１４：２０１４日（日）
府営 浅香山住宅８棟北１４：５０～１５：５０

１２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１０：００～１１：３０４日（木）

駐車場所駐車時間日程

「堺おうちグルメ」
２次元コード

堺おうちグルメロゴ
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。３
月６・２７日いずれも１３～１６時、１７日
（水）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）

大泉緑地で活動しているボランティアの皆さんにご協力いただき、クラ
フトや自然のものを使った体験ブース・写真展・音楽演奏・ハーブと花苗
の無料配布など、楽しい♪うれしい♪催し物をたくさん用意しています。
３月２１日（日）１１～１４時、大泉緑地（北区金岡町１２８）四季彩園（第一駐車場
北側）で。小雨決行。入場無料。会場では検温を実施し、熱がある方は参
加いただけません。マスクを必ず着用し来場してください。
※新型コロナウイルス感染状況により、急きょ催し物の
変更や中止が発生する場合があります。
詳しくは、大泉緑地ホームページ（２次元コード）参照。

おうちで過ごす日に、お手軽でほ
っとする抹茶の料理を作ってみませ
んか？
堺では、広く茶の湯を楽しむ文化

が受け継がれています。今回は抹茶
を使用した「どら焼き」【写真】と「お
茶漬け」などのレシピを紹介しま
す。

抹茶の緑色が春の新緑をイメージ
させ、飲むだけではない、おいしい
抹茶の楽しみ方をお伝えします。
下記の２次元コードからご覧いた

だけます。この機会に、ご家族やお
友達と一緒に作ってみませんか。
�北保健センター（�２５８―６６００ �
２５８―６６１４）

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

�ボランティアグループによる音楽ステージ♪
（相撲甚句、民謡・草笛、沖縄三線、よさこ
いソーラン、クロマチックハーモニカ、オカ
リナ・篠笛・歌唱）
�バルーンアートの制作実演♪
�大泉緑地四季の写真展♪
�大泉緑地の季節の植物を写真で紹介♪
�花の塗り絵体験♪
�ネイチャークラフト体験♪
�ミニスワッグ作り♪
�ミニハーバリウム作り＆匂い袋作り（有料）
（ハーブティーの試飲）♪
�パン・焼き菓子販売♪
�観葉植物販売＆苗の無料配布♪
�スタンプを集めてお楽しみ抽選会♪

ネイチャークラフト体験の様子

※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。

２５１―１５１２月～金北区新金岡町５丁１―４
北区役所５階

区役所子育てひろば
ゆめひろば

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

電話曜日場所ひろば名称

～第三弾「おうちごはんを楽しもう」～
「堺おうちグルメ」動画

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・区役所子育てひ

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。詳しくは各ひろば
へ。

みんなの子育てひろばみんなの子育てひろば

�大泉緑地管理事務所（�２５９―０３１６）

催し内容

令和３年（２０２１年）３月１日２


