
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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�認定こども園などの申し込み手
続き説明会
初めて認定こども園などを利用す
る方に向けて申込書の記入方法、
必要書類、保育料、選考方法など
を説明します。９月２～１５日の１０
～１０時３０分、各日１回開催しま
す。北区役所５階キッズルーム
（和室）で。来年４月からの認定こ
ども園・保育所（２・３号）の申し
込みを考えている方（妊娠中の方
を含む）が対象。無料。
�９月１日１０時から電
子申請システム（申込
開始時間からアクセス
可、２次元コード）
で。各回先着１０人。
�認定こども園・保育所などの利
用の申込受付
来年４月から市内の認定こども園

や保育所などの利用を希望する方
の申し込みを１０月から受け付けま
す。受付期間は１０月１～２９日（１８
～２２日は１９時３０分まで）。新型コ
ロナウイルス感染症対策のため北
区では利用申込を事前予約制とし
ます。当日は申請書などの記入を
済ませてお越しください。
事前予約なしの場合、当日の受け
付けも可能ですが、待ち時間が長
くなることがあります。密を避け
るためにも事前申込のご協力をお
願いします。
�９月１５日１０時から電
子申請システム（申込
開始時間からアクセス
可、２次元コード）で。
９時３０分～１７時の毎時０分、３０分
の予約ができます。１８～２２日の夜
間受付の予約も同システムで。

同年代の保護者と子育ての楽しさ
や大変さを話したり、友だちを作
ったりしませんか。９月２１日（火）
１０～１１時、北区役所５階同課家庭

児童相談室で。就学前の子どもの
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（１歳
以上）が対象。無料。
�９月６日１０時から同課電話窓口
（�２５１―１５１２）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～

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

参加できます。今回は０歳児が対
象です。９月１４日（火）１０～１１時、
北区役所５階同課家庭児童相談室
で。無料。
�９月６日１０時から同課電話窓口
（�２５１―１５１２）へ。先着２組。

�北消防署（�２５０―０１１９ �２５３―
２０１６）

サンヴァリエ中百舌鳥 集会所前１３：３０～１４：２０３日（日）
１０月 府営 浅香山住宅８棟北１４：５０～１５：５０

１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１０：００～１１：３０２３日（祝日）

９月

サンヴァリエ中百舌鳥 集会所前１３：３０～１４：２０１９日（日）
府営 浅香山住宅８棟北１４：５０～１５：５０

１７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１０：００～１１：３０９日（木）
サンヴァリエ中百舌鳥 集会所前１３：３０～１４：２０５日（日）
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

駐車場所駐車時間日程

■休館日 ９月６・７・１３・２７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。

■９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】生活習慣病を予防しよ
う
【児童向け】すずしくなろう

■ミニブックフェア開催中�
絵本のよみきかせ会の場で読まれ
ることが多い、赤ちゃん向けの絵
本を集めて展示しています。この
機会にぜひおうちで読んでみてく
ださい。
■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。参加を希望される方は同
館へお問い合わせください。
�新金岡子どもの本を読む会�本
はジェラルディン・マコックラン
の「世界のはての少年」。９月８日
（水）１０時から。費用１００円。
�新金岡読書会�本は澤田瞳子の
「火定」。１０月３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（�２４４―３８１１ �２４４
―３３２１）へお問い合わせください。

�９月９日は救急の日
市の救急出場件数は年々増加してい
ます。生命の危機にあるなど本当に
救急車が必要な人のもとにいち早く
到着できるよう、救急車の適正利用
にご協力ください。

�まちかど救急ステー
ション事業への登録に
ご協力ください!
緊急時に外部へ AED
を貸し出すことに賛同
いただける事業所に登
録申請をお願いしています。登録し
ていただいた AED は誰でもスマホ
の地図上で位置を確認できます。登
録申請もスマホからできるようにな
りました。詳しくは同署ホームペー
ジ参照。

詐欺の電話に要注意‼
高齢の方を狙った詐欺の電話にご注
意ください。警察官などをかたる犯
人は「あなたの個人情報が犯罪組織

に漏れています」「キャッシュカード
の変更手続きを行いますので、暗証
番号を教えてください」など言葉巧
みに誘導してきます。警察官がこの
ような電話をすることはありませ
ん。不審な電話は一人で判断するこ
となく、一度電話を切るなどしてす
ぐに家族や警察に相談するようにし
ましょう。

防防犯犯ココーーナナーー
�北堺警察署生活安全課（�２５０―
１２３４ �２５７―５９８３）

子育て中のママたちが作った防災
ブックを使って、子どもと一緒に
備えるきっかけ作りをしません
か。９月３０日、１０月５日いずれも
１０～１１時、北区役所３階３０２会議
室で。就学前の子どもとその保護

者（妊婦を含む）が対象。無料。
講師は制作メンバーの光武さやか
さん、北口ひろこさん、よしだし
ほさん。
�９月７日１０時から同課電話窓口
（�２５１―１５１２）へ。各回先着１０組。

北消防署ホ
ームページ

子育てファミリーのための「防災講座」
～なにから始める？子どもと防災～

令和３年（２０２１年）９月１日２


