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① 詳しくは、ご案内する 　　(ホームページ)でご覧になるか、　 (問合せ先)へお問い合わせください
② 　　 の記載がないものは直接会場へ　　　③ 　 の記載がないものは無料

HP 問
申込 ¥

①～⑥
北区版記事の注意

☎258-6621　℻258-6883子育て支援課

①大人ママ＊お話し会①大人ママ＊お話し会
同世代同士で話しませんか。
　　  6月16日（木）

▽10～11時＝1歳児以上

▽13時30分～14時30分＝0歳児
　　  おおむね40歳以上の保護者と
その子ども
　　  6月2日10時～16日10時
②おやこtoぼうさい②おやこtoぼうさい
赤ちゃんのいるご家庭で災害時に役
立つものを一緒に考えませんか。
　　  6月28日（火）10～11時
　　  0歳児の保護者とその子ども
　　  6月7日10時～24日11時
③ようきた(北)ね！子育て案内講座③ようきた(北)ね！子育て案内講座
引っ越して間もない方へ、北区の子育
て情報をお伝えします。
　　  6月21日（火）10～11時
　　  0・１歳児の保護者とその子ど
も、妊婦
　　  6月1日10時～21日10時

④ASOBI時間④ASOBI時間
保護者同士で友達を作りたい方、子ど
もとの遊び方のヒントを得たい方、子
育てアドバイザーや保育士と一緒に
楽しく過ごしてみませんか。
　　  6月13・20日10～11時（全2回）
　　  ▽6月13日＝北区役所

▽20日＝ぶうちゃん公園（新金岡町）
　　  1歳以上の子どもとその保護者
　　  6月6日10時～10日11時
⑤子育て支援コーディネーターと⑤子育て支援コーディネーターと
お話ししよう「保育施設の選び方」お話ししよう「保育施設の選び方」

「みんなどうしてる？」の疑問を参加者
同士で解消しませんか
　　  6月27日(月)

▽1歳以上＝10～11時

▽0歳児＝13時30分～14時30分
　　  6月13日13時～17日13時
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一人で抱え込むことなく地域や子育
て世帯同士の関わりのなかで楽しみ
ながら子育てができるよう、イベント
をご紹介します。
ぜひご利用ください。

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

※中止・延期など変更の場合があります。

　　　　　    
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）

7/27　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

6/15　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

7/8　10：00～12：00　予約は7/4　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）

6/14・28　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 6/8　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

■移動図書館■移動図書館　※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(☎244-3811　℻244-3321)へ問

中百舌鳥公園団地内 中央広場 ６月２・16日・30日 木 10：00～11：30

北花田第一公園 ６月10・24日 金 13：30～14：30

府営 浅香山住宅8棟北 ６月10・24日 金 14：50～15：50

サンヴァリエ中百舌鳥 集会所前 ６月５・19日、７月３日 日 13：30～14：20

①おはなし会 子ども向け ６月11日(土)
15：00～15：30 　　  ①6月4日10時から、

②6月9日10時から直接か
電話で同館へ。先着順

②絵本のよみきかせ 乳幼児と
その保護者向け

６月16日(木)
11：00～11：30

▼投票企画＝ 観ても読んでも楽しめる！ 
メディアミックス原作

6月14日～
　7月11日

投票は同館 　   で
受け付け ➡

申込

HP

新金岡子どもの本を読む会
　　  北区役所3階研修室

　  光車よ、まわれ！
　　  天沢退二郎

６月８日(水)
10：00から

　  100円
直接会場へ

新金岡読書会
　　  北区役所3階研修室

　  悪医
　　  久坂部羊

７月３日(日)
14：00から 直接会場へ

会場
本
作者

¥

会場
本
作者

■実行委員を募集■実行委員を募集
来年1月9日(祝日)の集いを企画・運営
しませんか。
　　  市内在住・在勤・在学でおおむね
20歳前後の方。友人や知人のグループ
参加も可。
詳しくは、区 　　(QRコード)
をご参照ください。 
■二十歳を迎える方から募集■二十歳を迎える方から募集
①メッセージ発表者＝二十歳となった思いや夢を仲間に発表しませんか
②市民憲章朗読者＝市民を代表して朗読しませんか
　　  北区在住の平成14年4月2日～平成15年4月1日生まれ
　　  郵送か電話、FAX、電子メールで、住所・氏名・昼間連絡の取れる電話番号・
年齢を書いて、7月31日までに北区役所自治推進課(〒591-8021　北区新金岡
町5丁1-4　☎258-6779　FAX258-6874　*kitajisui@city.sakai.lg.jp )へ。
①申し込み後、メッセージ文(400字程度)を提出。①②各１人。

対象

HP

対象
申込

いずれも無料、市電子申請システム(右下QRコード)から申し込み。
①〜④は先着順、⑤は抽選。①〜③・⑤は北区役所で開催。

一生に一度の「堺市二十歳の集い（北区）」を仲間とつくろう

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

■休館日■休館日　6月6・7・13・20・27日、7月4日
■6月のブックフェア■6月のブックフェア
▷一般向け＝育ててみませんか　
▷児童向け＝もしものために…　
▷ミニブックフェア＝いい歯でおいしく食べて健康に！

今年の成人式実行委員とハニワ部長
※ 来年から成人式の名称は「堺市二十歳の集い」に

変更となります。

■読書会■読書会　

■北図書館の催し■北図書館の催し

子育て・イベント情報
　　　予約はこちら→

認知症の本人同士が出会い、体験や
希望、必要としていることを語り合い、
交流します。

　　  6月3日(金)14～15時30分
　　  ▽認知症の方と家族　

▽もの忘れが気になる方　

▽認知症サポーターなど支援者の方

日時
対象

アットホームにおしゃべり　北区認知症本人ミーティング

認知症地域支援推進員

リラックスして
話し合いましょう

子育ては一人じゃない！子育ては一人じゃない！

　　  陵東館長曽根別邸【写真】
(北区長曽根町713-2)
会場

　　  受付中。電話か℻で北基幹型包
括支援センター（☎258-6886　
℻258-8010）へ。

申込


