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☎258-6621
℻258-6883子育て支援課

ホームページ

初めて子育てをするお母さんと赤
ちゃんのためのプログラムです。
日ごろの悩みや、少し先の子育てにつ
いてお話しませんか。
　　  5月13・20・27日、6月3日13時
30分～15時30分(4回連続のプログ
ラムで、都合の悪い日の欠席可）

日時

■ベビープログラム「赤ちゃんがき
た！」親子の絆づくりプログラム

■休館日　4月4・11・18・25日、5月2日
■4月のブックフェア
▷一般向け＝おもしろBOOKS探偵帖
▷児童向け＝世界のともだち
■4月23日は「子ども読書の日」
4月23日は「子ども読書の日」、4月23日～5月12日は「こどもの読書週間」です。
この機会に、お子さんと一緒に図書館へお越しください。

■春の地域安全運動
　～大阪安全宣言～
4月18～27日は「春の地域安全運動」
の実施期間で、さらなる犯罪被害防
止に取り組みます。重点取組項目は、
次のとおりです。

▷子どもと女性の犯罪被害防止
▷特殊詐欺の被害防止
▷自動車関連犯罪の被害防止
協力して地域の安全・安心を守りま
しょう。

■住宅用火災警報器の作動確認を！
火災の早期発見に効果のある住宅用
火災警報器ですが、電池の寿命が10
年程度のものが多く、電池切れや電
子部品の劣化により火災を検知しな
くなることがあります。定期的に点検
ボタンを押すか、ひもを引っ張ること

で作動確認を行い、10年を目安に本
体一式の交換を心がけましょう。

法律相談 　　　  　　　　　　25分以内

　　  区役所企画総務課（南区役所は総務課）
　　  13：00～16：00（美原区は15：00まで）
　　  9：00から先着各6人（美原区は4人）
※祝休日は直前の執務日〈相談は区ごとに年度内1回限り〉

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

要予約 どの区でも

場所
時間
予約

北区の相談　　無料　12：00～12：45と祝休日は休み
   ＝電話相談可　　どの区でも  ＝他区でも相談可

　　　　　     
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）

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

児童相談 
（子どものしつけ、虐待、非行、家族関係など） 月～金　9：00～17：30

北区役所子育て支援課　☎258-6621　℻258-6883
※1  母子・父子自立支援員による相談は、月・火・木・金曜日の
9：00～16：00

※2  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。

市民相談・人権相談    どの区でも
（日常生活での問題や人権の問題など）

月～金　9：00～17：00
北区役所企画総務課　☎258-6706　℻258-6817

ひとり親相談 ※1 

行政相談    どの区でも
（国の行政全般についての苦情、要望など）

5/25　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

女性相談 ※2 
（離婚、配偶者からの暴力、生活など）

人権擁護委員による人権相談
    どの区でも

4/20　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

子育て相談 
（子どもとの関わり、健康・成長・発達など）

行政書士による相談
  要予約   どの区でも

5/13　10：00～12：00　予約は5/9　9：00から先着4人
北区役所企画総務課　☎258-6706　℻258-6817

労働相談  要予約   どの区でも
（解雇・賃金に関するトラブルなど）

4/12・26　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

交通事故相談  月・火・木・金　10：00～17：00
堺区役所企画総務課　☎228-7403　℻228-7844

就労相談  どの区でも
（求人情報の提供、就職活動のサポートなど）

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

登記・測量相談  要予約 4/13　13：00～16：00　先着６人
堺区役所企画総務課　☎228-7403　℻228-7844

生活・仕事相談    どの区でも
（くらしや仕事での困りごとなど）

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

他区も含めた
日程はこちら

いずれも無料

防犯コーナー 　  北堺警察署
（☎250-1234　℻257-5983）
問

防災コーナー 　 北消防署
（☎250-0119　℻253-2016）
問

■みんなの子育てひろば・区役所子
育てひろば
気軽に集い、交流できる場として、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。詳細は各ひ
ろば（下表）へ。

みんなの子育てひろば・区役所子育てひろば
ひろば名 場所 曜日 連絡先

金岡子どもルーム 金岡こども館
（北区金岡町2469-1） 月～木※ 090-9210-0797

風ひろば 北区北花田町4丁93-6
プロシードタチバナ102号 月～金 253-3525

（ときわこども園）
しんかなみんなの
子育てひろば

新金岡市民センター2階
（北区新金岡町4丁1-8） 火～金※ 255-6939

なかもず子育て
みんなのひろば

中百舌鳥町自治公民館3階
（北区中百舌鳥町5丁796-1）

月・水・木・金
（毎月第2金は休み） 070-5663-8424

虹ひろば 北区東浅香山町2丁4-102号 月～金 090-2354-8007

子育てひろば
くるみ

北区百舌鳥陵南町3-13 
乾ビル4階 月～土 090-7343-9641

やしもみんなの
子育てひろば

南花田東町会館
（北区南花田町414-1） 月・火・水※ 080-4641-5464

区役所子育てひろば
ゆめひろば

北区役所5階
（北区新金岡町5丁1-4） 月～金 251-1512

※ 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。

　　  北区役所
　　  生後2～5ヵ月（令和3年12月
13日～令和4年3月13日生まれ）の
第1子とその母親
　　  4月6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
　　  6組

場所
対象

申込

先着

■移動図書館のご利用を
交通事情により遅れることがあります。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)問

場所 日程 曜日 時間

中百舌鳥公園団地内 中央広場 4月7・21日 木 10:00～11:30

北花田第一公園 4月8・22日 金 13:30～14:30

府営 浅香山住宅８棟北 4月8・22日 金 14:50～15:50

サンヴァリエ中百舌鳥 集会所前 4月10・24日 日 13:30～14:20

■北図書館の催し いずれも無料

イベント名・会場 内容 日時 申込・定員

おはなし会
（同館）

子ども向けに昔話や絵本の
読み聞かせを行います

4月9日(土)
15:00～15:30

　　  4月2日10時から
直接か電話で同館へ
　　  10人

絵本のよみきかせ
（同館）

赤ちゃんと保護者向けに絵
本の読み聞かせを行います

4月21日(木)
11:00～11:30

　　  4月14日10時から
直接か電話で同館へ
　　  7組

申込

先着

申込

先着

■読書会のお知らせ
読書会・会場 内容 日時 その他

新金岡子どもの本を読む会
（北区役所3階研修室）

「ぽっぺん先生と帰らずの沼」
舟崎克彦

4月13日(水)
10:00～

　  100円
直接会場へ

新金岡読書会
（北区役所３階研修室）

「渦」
大島真寿美

5月8日(日)
14:00～

　  無料
直接会場へ

￥

￥

北図書館 ☎258-6850　℻258-6851
開館時間　火～金＝10～20時、土・日・祝＝10～18時

■ティーンズコーナーをご利用ください
北図書館には、中高生向けの本を集めた「ティーンズコーナー」があります。ひと
月に1冊ずつ今月のおすすめ本を紹介しているので、借りる本に迷ったときはご
利用ください。４月のおすすめ本は、ぜひ図書館まで見に来てください。

また、新刊情報などを掲載したティー 
ンズプレスを図書館 　  
(QRコード）からご覧いた
だけます。

HP

過去のおすすめ本

１月「見た目レンタルショップ 化けの皮」
２月「そらのことばが降ってくる」
３月「セカイを科学せよ!」

■住所などの変更はありませんか
登録の住所や電話番号など、変更があった時はお近くの図書館までお知らせく
ださい。

令和4年（2022年）4月1日


