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☎258-6850 ℻258-6851
休館日＝11月1・8・15・22・29日

北図書館

☎258-6621

子育て支援課

℻258-6883

ホームページ

や絵本の読み聞かせを行います。

■大人ママ＊お話し会

時、
土・日曜日、
祝日＝10～18時

（土）15～15時30分
日時  11月13日

同年代の方といっしょに気分転換し

先着  5組

■11月のブックフェア

場所  同館

ませんか。今回は講師を招いて親子ヨ

■コーディネーター講座

ガをします。

～ファミリー・サポート・センター

■開館時間

火～金曜日＝10～20

¥   無料

先着  10人

申込   11月6日10時から電話か直接
☎258-6600 ℻258-6614
北保健センター
同館へ
います。展示している本は借りること
毎月テーマを決めて本の紹介をして

（☎251-1512）
へ

（木）
10〜11時
（1歳児
日時  11月25日

事業☆病児保育事業について～
「仕事が遅くなった時の保育園のお迎

ができます。

■絵本のよみきかせ

以上対象）、13時30分〜14時30分（0

▷一般向け＝アートを楽しもう

赤ちゃんと保護者を対象とした絵本

歳児対象）

えはどうしよう」
「 子どもが病気やケ

▷児童向け＝夜空を見上げて

のよみきかせ会です。

場所  北区役所 対象  おおむね40歳

ガをしたときに仕事を休めなかった

以上の保護者とその子ども

ら困るなぁ」など心配事はありません

申込  11月5日10時から同課電話窓口

か。子育て支援コーディネーターがご

日時  11月18日(木)11～11時30分
☎254-6601
金岡公園体育館の催し

▷ミニブックフェア＝血圧に気を付け
よう
■読書会

¥   無料 先着  7組
場所  同館 ℻251-0509
ホームページ
申込   11月11日10時から電話か直接

北区長曽根町1179-18

案内します。

（☎251-1512）
へ

本を読んで、
感想を語り合いませんか。

同館へ

先着  各5組

（月）
10～11時
（1歳児
日時  11月15日

場所  いずれも北区役所3階研修室

■私のイチオシ紹介します！

■ようきた(北)ね！子育て案内講座

以上対象）、13時30分～14時30分（0

▷新 金岡子どもの本を読む会＝本は

テーマをひとつ決めて、
あなたのおす

～北区で楽しく＾０＾子育てしよう～

歳児、妊娠中の方対象）

北区へ引っ越しして間もない親子向

場所  北区役所

申込  11月18日までに電子申請シス

けに、北区の子育て情報をお伝えしま

申込  11月5日10時から同課電話窓口

テム
（QRコード）
か直接同館へ

す。慣れない地域で不安な方、
もっと

☎258-6621

子育て支援課 すめの本を紹介してください。
℻258-6883

ペーター・ヘルトリングの
「さよなら
わたしの本屋さん」

ホームページ

日時  11月10日(水)10時から
¥   100円

《子どもの本の「しらべるコーナー」が
できました！》

▷新 金岡読書会＝本は高田郁の「あ

（☎251-1512）
へ

地域のことを知りたい方、
ぜひご参加

先着  各5組

ください。

■校区別あそぼう会

（木）10～11時
日時  11月11日

ミニコンサート、学校見学や子育て

日時  12月5日(日)14時から

場所  北区役所

サークルを紹介します。

¥   無料

対象  0歳児の保護者(妊婦を含む)

（火）10～11時30分
日時  11月9日

■おはなし会

申込  11月5日10時から同課電話窓口

場所  五箇荘東小学校体育館

い  永遠に在り」

対象  同校区に住む就学前の親子

子ども向けに昔話などの語り聞かせ

申込    11月1日10時からLINE（QR

移動図書館のご利用を

コード）で申し込み。
「 五箇荘東校区

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

子育てサークルきしゃぽっ

FAX244-3321)へお問い合わせください。

駐車場所
北花田第一公園

日程

曜日

駐車時間

11月12・26日

金

13:30～14:30

府営 浅香山住宅8棟北

11月12・26日

金

14:50～15:50

サンヴァリエ中百舌鳥 集会所前

11月14・28日

日

13:30～14:20

中百舌鳥公園団地内 中央広場

11月4・18日、12月2日

木

10:00～11:30

ぽ」
のLINEに繋がります。
先着  20組

北 区まちづくりカフェ

全て無料

写真で語ろう北区の魅力

～北区みんなのまちづくりビジョンに即して～

北区区民活動支援コーナー交流会

写真を持ち寄って北区の魅力を探

¥   無料。
マスク着用。検温実施。

ります。講座「スマートフォン、タブ

申込  10月19日9時から直接か電

楽器演奏、落語、
マジックの実演披

申込  1 1月2日9 時から直 接か電 

レットで写真を楽しもう」
（投稿編） 話 、FAXで住 所・氏 名・電 話 番 号を

露など支援コーナーで活動するさ

話 、FAXで住 所・氏 名・電 話 番 号を

を併せて開催し、写真の撮り方や

まざまなサークルの紹介を行います。 書いて北区区民活動支援コーナー
（水）
13～15時30分
日時  12月8日

投稿方法を案内します。

（☎・FAX 258-3911）
（月曜日、祝日

書いて北区区民活動支援コーナー
（☎・FAX 258-3911）
（月曜日、祝日

（金）13～15時
日時  11月12日

は休館）
へ

場所  新金岡市民センター（北区新

は休館）
へ

場所  新金岡市民センター（北区新

先着  12人※発熱・咳などの症状の

金岡町4丁1-8）

先着  30人※発熱・咳などの症状の

金岡町4丁1－8）

ある方は、参加をお控えください。

¥   無料。
マスク着用。検温実施。

ある方は、
参加をお控えください。

北区の相談
＝電話相談可
市民相談・人権相談

（日常生活での問題や人権の問題など）

行政相談

（国の行政全般についての苦情、要望など）

人権擁護委員による人権相談
行政書士による相談

交通事故相談
登記・測量相談

法律相談

教育相談

無料 12：00〜12：45と祝休日は休み

（小・中学生の家庭教育や学校生活、転校手続きなど）

児童相談

＝他区でも相談可
月〜金 9：00〜17：00
北区役所企画総務課 ☎258-6706 ℻258-6817
11/24 14：00〜16：00 場所 北区役所企画総務課
問 市政情報課 ☎228-7475 ℻228-7444
11/17 14：00〜16：00 場所 北区役所企画総務課
問 人権企画調整課 ☎228-7159 ℻228-8070
11/12 10：00〜12：00 予約は11/8 9：00から先着4人
北区役所企画総務課 ☎258-6706 ℻258-6817
月〜金 10：00〜17：00
堺区役所企画総務課 ☎228-7403 ℻228-7844
11/10 13：00〜16：00 先着６人
堺区役所企画総務課 ☎228-7403 ℻228-7844

相談時間 13:00〜16:00
場所 各区役所企画総務課(南区役所は総務課)
予約開始 9:00から ※日・祝休日は直前の執務日
先着各６人 同一相談は１回限り(25分以内)

月〜金 9：00〜17：00
北区役所企画総務課 専用☎258-6748 ℻258-6817

（子どものしつけ、虐待、非行、家族関係など）

ひとり親相談 ※1
女性相談 ※2

（離婚、配偶者からの暴力、生活など）

子育て相談

（子どもとの関わり、健康・成長・発達など）

労働相談

（解雇・賃金に関するトラブルなど）

就労相談

（求人情報の提供、就職活動のサポートなど）

生活・仕事相談

（くらしや仕事での困りごとなど）

11/9 12：45〜15：45 場所 北区役所企画総務課
申込 雇用推進課 ☎228-7404 ℻228-8816
金 14：00〜16：00 場所 北区役所企画総務課
問 ジョブシップさかい
0120-010908 ℻244-3771
水 9：30〜17：00 場所 社会福祉協議会北区事務所(北区役所内)
問 すてっぷ・堺 ☎225-5659 ℻222-0202

区

堺区

中区

東区

西区

南区

北区

美原区

相談日

月・水・金

火・木

水・金

金・火

月・水

木・月

木

予約開始日※

相談日の前日

直前の月

直前の火

直前の木

直前の金

直前の水

直前の月

問合先

☎228-7403

☎270-8181

☎287-8100

☎275-1901

☎290-1800

☎258-6706

☎363-9311

