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■ 開 館 時 間　火～金曜日＝10～20
時、土・日曜日、祝日＝10～18時
■10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。展示本は借りることができます。

【一般向け】認知症について知ろう
【児童向け】めざせ！ ハカセ
■読書会
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。
▷新金岡子どもの本を読む会＝本は
ニール・ゲイマンの「墓場の少年」。10
月1３日(水)10時から。費用100円。
▷新金岡読書会＝本は東野圭吾の「手
紙」。11月７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。10月
９日(土)15～15時３0分。同館で。無料。
申10月2日10時から。直接か電話で同
館へ。先着10人。

■絵本のよみきかせ
赤ちゃんと保護者が対象。10月21日
(木)11～11時３0分。同館で。無料。
申10月14日10時から。直接か電話で
同館へ。先着７組。
■ネットで共有！思い出の絵本
長い間親しまれている絵本を10冊集め
ました。下記QRコードより、思い出・感
想をお寄せください。また、あなたの好
きな絵本についても1冊教えてくださ
い。10月15日(金)まで。
※館内やHPでご紹介さ
せていただくことがあり
ます。
■読書週間
10月2７日～11月９日は読書週間です。 

■大人ママ＊お話し会
同年代の方と子育てについて話しま
せんか。10月1９日(火)10～11時、北区
役所で。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歳児)が対象。無料。
申10月4日10時から同課電話窓口(☎
251-1512)へ。先着2組。

■ようきた(北)ね！子育てインフォ
～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。10月14日(木)10～11時、北区
役所で。今回は1歳児以上の子がい
る保護者が対象。無料。
申10月4日10時から同課電話窓口(☎
251-1512)へ。先着2組。
■ほっとフォト
スマホでの写真撮影のポイントをお
伝えし、公園あそびの様子を一緒に
撮影します。パパの参加も歓迎。講
師はPhoto CopainのYokoさん。10月15
日(金)10～10時50分、11～11時50分、

移動図書館のご利用を
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　FAX244-３３21)へお問い合わせください。

来年小学校に入学する子どもの健康
診断を行います。10月下旬までに郵
送で通知しますので、指定日に指定
された小学校で受診してください。

光竜寺公園で。未就学児とその保護
者が対象。持ち物はスマートフォン、う
まく撮れた写真とうまく撮れなかった
写真を各1枚。雨天中止。参加者には
Yokoさん撮影の写真をプレゼント。
申10月5日1３時～15日15時までに電
子申請システム(QRコー
ド)か、10月5日1３～15
時の間に同課電話窓口
（☎251-1512）へ。各
回先着３組。

■ベビープログラムで子育て仲間を
作りませんか
はじめての子育ての悩みなどを一緒
に話しませんか。
11月1９・26日、12月３・10日いずれも1３
時３0分～15時３0分、4回連続のプログ
ラムです。北区役所で。生後2～5カ月
(令和３年6月1９日～９月1９日生まれ)の
第1子とその母親が対象。無料。
申10月1日９時から子ども家庭支援セ
ンター清心寮「リーフ」(☎252-３521)
へ。先着6組。

通知が届かない場合は、お住まいの
校区の小学校へ連絡してください。
問学校総務課（☎３40-0３16　FAX228-
７421）

駐車場所 日程 曜日 駐車時間

北花田第一公園 10月1・15・29日 金 13:30～14:30

府営 浅香山住宅8棟北 10月1・15・29日 金 14:50～15:50

サンヴァリエ中百舌鳥 集会所前 10月3・17・31日 日 13:30～14:20

中百舌鳥公園団地内 中央広場 10月7・21、11月4日 木 10:00～11:30

小学校就学前の健康診断

学 校名 電話番号 日程 学 校名 電話番号 日程

北 八下小学 校 252- 0212 10月27日(水) 五箇荘東小学 校 255 -7911 11月19日(金)

新 浅香山小学 校 25 4 -5081 11月1日(月) 中百舌鳥小学 校 258 -2650 11月24日(水)

金岡小学 校 252- 0 028 11月2日(火) 西百舌鳥小学 校 258 - 0231 11月24日(水)

東 三国丘小学 校 252- 0263 11月10日(水) 東 浅香山小学 校 252-1081 11月25日(木)

新 金岡東小学 校 255 - 8 414 11月11日(木) 光竜寺小学 校 251-2032 11月26日(金)

新 金岡小学 校 252-1723 11月16日(火) 大 泉小学 校 251-2816 11月29日(月)

百舌鳥小学 校 252- 0 477 11月17日(水) 五箇荘小学 校 252-1418 11月29日(月)

金岡南小学 校 258 -310 4 11月18日(木)

10月11～20日、犯罪や事故などのな
い安心して暮らせる安全なまち北区
の実現をめざして「全国地域安全運
動」を実施します。
今年度の重点取組項目は▷子どもと
女性の犯罪被害防止▷特殊詐欺の

11月6日(土)、金岡公園野球場にて開
催を予定していました「北区交流まつ
り 2021」は、新型コロナウイルスの
感染拡大防止とご来場いただく方々
や出展を予定されている方々の健康・
安全面を最優先に考慮した結果、開
催を中止することとしました。

被害防止▷自動車関連犯罪の被害防
止、です。
取組内容としては、小学校における
防犯診断や犯罪被害防止に関する啓
発品の配布を予定しています。

楽しみにされていた皆様には残念で
すが、ご理解くださいますようお願い
いたします。
問北区交流まつり実行委員会事務局

（北区役所自治推進課内☎ 258-6７７９ 
FAX258-68７4）

全国地域安全運動

問北堺警察署
（☎ 250-1234　℻ 257-5983）

みんなで力を合わせて安全・安心まちづくり
防犯コーナー

北区交流まつり2021中止のお知らせ

読書週間ポスター

北図書館 ☎258-6850　℻258-6851

北保健センター ☎258-6600　℻258-6614
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月～金　9：00～17：00
北区役所企画総務課　☎258-6706　FAX258-6817
月～金　8：30～17：30
近畿管区行政評価局　☎06-6941-8358　☎0570-090-110
10/20　14：00～16：00　　　北区役所企画総務課
問人権企画調整課　☎228‐7159　FAX228‐8070
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　FAX258-6817
月～金　10：00～17：00
堺区役所企画総務課　☎228‐7403　FAX228‐7844
10/13　13：00～16：00　先着６人
堺区役所企画総務課　☎228‐7403　FAX228‐7844

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

女性相談
（離婚、配偶者からの暴力、生活など）

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）

ひとり親相談

児童相談
（子どものしつけ、虐待、非行、家族関係など）

月～金　9：00～17：00
北区役所企画総務課　専用☎258-6748　FAX258-6817

月～金　9：00～17：30
北区役所子育て支援課　☎258-6621　FAX258-6883
※母子・父子自立支援員は月・火・木・金曜日の9：00～16：00
※女性相談員は不在の場合がありますので、事前にご確認
　ください。

10/12・26　12：45～15：45　　　北区役所企画総務課
　雇用推進課　☎228-7404　FAX228-8816
金　14：00～16：00　　　北区役所企画総務課
問ジョブシップさかい　70120-010908　FAX244-3771
水　9：30～17：00　　　 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　FAX222‐0202

教育相談
（小・中学生の家庭教育や学校生活、転校手続きなど）

子育て相談
（子どもとの関わり、健康・成長・発達など）

＝電話相談可 ＝他区でも相談可
北区の相談

法律相談

無料　 12：00～12：45と祝休日は休み

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)

区
相談日

予約開始日※
問合先

堺区
月・水・金
相談日の前日
　228―7403

中区
火・木
直前の月
　270―8181

東区
水・金
直前の火
　287―8100

西区
金・火
直前の木
　275―1901

南区
月・水
直前の金
　290―1800

北区
木・月
直前の水
　258―6706

美原区
木

直前の月
　363―9311

場所

場所

場所
申

場所


