
うたごえ広場

子育て支援課
ホームページ子育て応援アプリ

問北区役所子育て支援課（☎258-6621  FAX 258-6883）
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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。
５月２１・２８日、６月４・１１日

１３時３０分～１５時３０分（４回連続
のプログラム）。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１２月２１日～
令和３年３月２１日生まれ）の第
１子とその母親が対象。無料。

�４月７日９時から電話で子ど
も家庭支援センター清心寮「リ
ーフ」（�２５２―３５２１）へ。先着６
組

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

■休館日 ４月５・１２・１９・２６日
■開館時間 火～金曜日�１０～２０
時、土・日曜日、祝日�１０～１８時
■４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】花がいっぱい
【児童向け】しぜんとふれあう
■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。�同館。
�新金岡子どもの本を読む会�本

はフェーリクス・ザルテンの「バ
ンビ」。４月１４日（水）１０時から
費用１００円
�新金岡読書会�本は荻原浩の
「海の見える理髪店」。５月２日
（日）１４時から 無料
■おはなし会
子ども向けに昔話などの語り聞

かせや絵本の読み聞かせを行いま
す。４月１０日（土）１５～１５時３０分、
同館で。無料。定員７組（多数の
場合抽選）
■絵本のよみきかせ
手遊びやわらべうた、絵本の読

み聞かせを行います。赤ちゃんか
ら参加できます。４月１５日（木）１１
～１１時３０分、同館で。無料。定員
７組（多数の場合抽選）

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１０：００～１１：３０２９日（祝日）

４月

サンヴァリエ中百舌鳥 集会所前１３：３０～１４：２０２５日（日）
府営 浅香山住宅８棟北１４：５０～１５：５０

２３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１０：００～１１：３０１５日（木）
サンヴァリエ中百舌鳥 集会所前１３：３０～１４：２０１１日（日）
府営 浅香山住宅８棟北１４：５０～１５：５０

９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１０：００～１１：３０１日（木）

駐車場所駐車時間日程

相続・遺言・不動産・成年後見な
どの相談に無料で応じます。電話相
談はできません。
４月３・２４日、５月１日いずれも

１３～１６時、４月２１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）

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

※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

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

毎年大好評の「うたごえ広場」を
開催します。講師のユーモアを交
えた歌にまつわる話を聞きなが
ら、童謡、唱歌、ナツメロなどを
歌いみんなで楽しみましょう。
５月２６日（水）１４～１５時３０分、新

金岡市民センター（北区新金岡町

４丁１―８）３階大集会室で。無
料。飲み物を持参。マスク着用。
�４月６日９時から電話か FAX
で住所・氏名・電話番号・催し名
を書いて北区区民活動支援コーナ
ー（�・�２５８―３９１１�月曜日、祝日
は休館�）へ。先着４５人

掲載している内容については、新型コロナウイルス感染状況により中止か延期になる場合があります。

公立小・中学校（国立小・中学
校、支援学校は除く）に通う子ども
のいる家庭で、経済的な理由により
就学困難な方に、学用品費の一部や
小学校給食費などを援助します。
受け付けは４月上旬に学校から子

どもに配布する申請書（市ホームペ
ージよりダウンロード可）を学務課
へ郵送（４月３０日消印有効）か、４月
１５～３０日（土・日曜日、祝日を除く）

に在籍する学校か北区役所１階大会
議室（９～１７時１５分）で申請してくだ
さい。
５月以降も受け付けますが支給は

申請月分からになります。
詳しくは４月上旬に学校から子ど

もに配布する「就学援助制度のお知
らせ」や広報さかい９ページ、市ホ
ームページ参照。
新型コロナウイルス感染防止のた

め、郵送による申請書の提出にご協
力をお願いします。
�学務課（〒５９０―００７８ 堺区南瓦町
３―１ �２２８―７４８５ �２２８―７２５６）

就学援助申請の
受け付け

前回の様子

令和３年（２０２１年）４月１日２


