
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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サンヴァリエ中百舌鳥 集会所前１３：３０～１４：２０５日（日）

９月 府営 浅香山住宅８棟北１４：５０～１５：５０
３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１０：００～１１：３０２６日（木）

８月

サンヴァリエ中百舌鳥 集会所前１３：３０～１４：２０２２日（日）

府営 浅香山住宅８棟北１４：５０～１５：５０
２０日（金）

北花田第一公園１３：３０～１４：３０

サンヴァリエ中百舌鳥 集会所前１３：３０～１４：２０８日（日）

中百舌鳥公園団地内 中央広場１０：００～１１：３０５日（木）

駐車場所駐車時間日程

■休館日 ８月２・１６・２３・３０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。

■８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】Sakai Loves Cerezo!
【児童向け】この本おもしろかった
よ
■読書会
同じ本を読んで、感想を語り合

いませんか。北区役所３階研修室
で。�同館
�新金岡読書会�本は相場英雄の
「ガラパゴス」（上・下巻）。９月５
日（日）１４時から。無料

北図書館
��２５８―６８５０
�２５８―６８５１

同年代の方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。８月２４日（火）１０～
１１時、北区役所５階同課家庭児童

相談室で。就学前の子どもがいる
おおむね４０歳以上の保護者（妊婦
を含む）とその子ども（０歳）が対
象。無料
�８月６日１０時から電話で同課
へ。先着２組

ようきたね！
北 子育て案内インフォ

～北区で楽しく＾０＾子育てしよう～

幼児食講座
子育てする中で大切にしたい毎

日の食生活のポイントをお伝えし
ます。講師はわんぱく保育園食育
アドバイザー・坂本陽子さん。

８月２０日・３１日１０時３０分～１１時
３０分、北区役所３０２会議室で。無
料 �８月２日９時～１１日１５時ま
では電子申請システム（２次元コ
ード）で、８月１１日１３
時から１５時までは電
話で同課へ。抽選各
回１０組

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、北区の子育て情報
をお伝えします。
慣れない地域で不安、もっと地

域のことを知りたい方、ぜひご参
加ください。親子で参加可。今回
は１歳児以上が対象です。
８月１７日（火）１０～１１時、北区役
所５階同課家庭児童相談室で。無
料

�８月６日１０時から電話で同課
へ。先着２組

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、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。

９月２日（木）１３時３０分～１５時、陵
東館長曽根別邸のお部屋をお借り
し、いつもと違う雰囲気で交流しま
す。詳しい場所については北基幹型
包括支援センター（�２５８―６８８６、�
２５８―８０１０）へお問い合わせ下さい。
認知症の方とその家族・支援者の方
が対象。
�８月２日から電話か FAX で同セ
ンターへ。先着１５人

障害のある方への理解と地域交流を目的に、北区内の日中活動事業所が
作ったお菓子やパン、雑貨などの授産品【写真】を販売しています。８月１７
日（火）１２～１３時、北区役所１階エント
ランスホールで。毎月第３火曜日に開
催していますので、ぜひお立ち寄りく
ださい。
�北区障害者基幹相談支援センター
（�２５１―８１６６ �２５０―８８００）

きたきてまるしぇきたきてまるしぇきたきてまるしぇ

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。８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。
予約は、大阪府行政書士会堺支部
（�２３４―３９９９ �２４７―８１０９）へ。
�同会堺支部か市民人権総務課（�
２２８―７５７９ �２２８―０３７１）

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。８
月７・２８日いずれも１３～１６時、８月
１８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
―６２８４―１８７４�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）

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）

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

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

令和３年（２０２１年）８月１日２


