
北図書館司書

読
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で
世
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を
広
げ
よ
う

あなたの世界を広げる
本との出会いをご要望に
応じてご提案します！

赤ちゃんも
貸出カード
つくれるよ!

図書館
ホーム
ページ

市内全館で約200万冊の本を所蔵。子ども向けから小
説や実用書、専門書まで幅広い分野に渡り、読みたい本
をお探しいただけます。読書は知識を得られるだけでな
く、感性を磨き、表現力を高め、想像力を豊かにしてくれ
ます。
この秋は図書館を利用してみませんか
問 北図書館
(☎258-6850　℻258-6851)

温かなおはなしで本に親しむイベント！
ボランティアさんの心を込めた語りでお子さんを楽しいお
はなしの世界にお連れします
(北区版2ページにイベント情報、3ページにインタビュー)
ホームページ連動企画
読みたい本の投票企画や読んだ感想などを募集してい
ます。皆さんのご意見を基に結果をお伝えし、後日北図
書館のブックフェアで紹介します。
10月27日～11月9日は読書週間！
11月10～12日の北図書館フェスタ
では楽しい企画が目白押し!普段は
見られない書庫見学も!
詳しくは11月号でお知らせします。

地域の資料や絶版本など貴重
な本も保存しています！

図書館でしか
読めない本があります！

イベントで本をもっと楽しく
検索・予約で便利に
ホームページで所蔵図書の検索ができるほか、市内図書
館・図書館カウンター堺東・移動図書館からご希望の場
所で受け取れる予約ができます
電子書籍もそろってます
貸出カードをお持ちの方はPCやスマホなどで
24時間いつでも約1万冊の中からご利用いただけます

行けない・時間がない人も

本探しだけでなく、調べ物がある時に
どんな本や図鑑を見ればよいか専門
的な知識を持つ司書がご案内します。
気軽にカウンターまでご相談ください！

本との出会い
お手伝いします！

楽しみ方
いろいろ

動く絵本は電子書籍
ならでは

暮らしに役立つ
情報も

自身を高める
勉強に

・新聞や雑誌も
・読みづらい方に大活字本も
・落語や朗読のCDも

本だけじゃないんです!

オススメの
絵本も紹介
しているよ!

調べものに便利
なオンラインデータ

ベースも!

子育てにお役立ていただけるよう
な情報を集めて探してもらいやす
いように展示しています。子育て
のヒントを探しに来ませんか！

子育て支援情報
コーナーに注目！
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令和4年（2022年）
第199号 た の し い で つ な が る 編集・発行／北区役所企画総務課

人のうごき

令和4年9月1日推計（　）は前月比

人口 158,753人（166増）

世帯 73,532世帯（111増）

面積 15.6㎢

４階

５階

３階

２階

●保険年金課
［国民健康保険・後期高齢者医療・医療費助成・国民年金など］

●市民課
［住民票・戸籍などの証明・届出、印鑑登録、マイナンバー］

１階

北区役所 北区役所庁外〒591-8021 北区新金岡町5丁１番4号
 ｢新金岡駅｣2号出口から東へ約200m/バス停｢北区役所前｣下車すぐ➡

☎258‐6713　℻ 258‐6905 ☎258‐6743　℻ 258‐6894

●上下水道局お客様センター
［水道・下水道に関すること］

☎0570‐02‐1132　℻ 252‐4132

●環境業務課 指導係
［生ごみなどの収集］

☎228‐7429　℻ 259‐4454

●北部地域整備事務所
［道路の維持・管理に関すること］

☎258‐6782　℻ 258‐6843

●大浜公園事務所
［公園・緑地に関すること］

☎232‐1489　℻ 228‐8897

●市税事務所

固定資産税課
［固定資産税に関すること］

☎231‐9764　℻ 251‐5633

☎231‐9741　℻ 251‐5631法人諸税課
［軽自動車税に関すること］

市民税課
［個人市・府民税に関すること］

☎231‐9753　℻ 251‐5632

納税課
［市税の納付に関すること］

☎231‐9773　℻ 251‐5634

北区教育・就学相談

●企画総務課
［市民・法律相談、選挙など］

☎258‐6706

☎258‐6865美化担当

●自治推進課
［自治会、防犯、防災、地域活動など］

［不法投棄など］

☎258‐6779

●北図書館 ☎258‐6850　℻ 258‐6851

☎258‐6748

●北基幹型包括支援センター
［高齢者総合相談窓口］

●堺市社会福祉協議会北区事務所
［市民活動・ボランティアに関することなど］

☎258‐4700　℻ 258‐4770

●地域福祉課
●生活援護課
［生活保護に関することなど］

☎258‐6751　℻ 258‐6678
☎258‐6771地域福祉係

介護保険係

［障害者、高齢者福祉に関することなど］

［介護保険に関すること］
☎258‐6651

●北区障害者基幹相談支援センター
［障害のある方に関する相談］

☎251‐8166　℻ 250‐8800

●北保健センター
［母子健康手帳・各種健（検）診・健康相談・健康教室など］

☎258‐6600　℻ 258‐6614

●子育て支援課
［児童手当、児童扶養手当、認定こども園等、女性・ひとり親・児童相談］

☎258‐6621　℻ 258‐6883

☎258‐6886　℻ 258‐8010

●粗大ごみ受付センター
［家庭からでる粗大ごみの収集申し込み］

　 0120‐00‐8400（携帯電話からは☎06‐6485‐5048）

　北区
ホームページ

北区長
ツイッター

℻ 258‐6817 ℻ 258‐6874

℻ 258‐6836

北
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｢北区のたのしい｣を共有しよう
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あなたと創る北区の未来 北区長直行便 ご提案やご意見を
お待ちしています。

投稿など
詳しくは
こちらから 

法律相談	　　　		　　　　　　25分以内

場所	区役所企画総務課（南区役所は総務課）
時間	13：00〜16：00（美原区は15：00まで）
予約	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

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。

他区も含めた
日程はこちら

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）

11/30　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

10/19　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

11/11　10：00〜12：00　予約は11/7　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）

10/11・25　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 10/12　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

認知症を正しく理解しよう！ 認知症ウィーク（10月11～14日）

☎258-6850　℻258-6851北図書館
開館	火〜金10〜20時、土・日・祝10〜18時	 休館	10月３・17・24・31日

☎258-6621
℻258-6883子育て支援課

ホームページ

■10月のブックフェア■10月のブックフェア
▷一般向け＝認知症について知ろう　▷児童向け＝おなかがすいたぞ
■北図書館の催し■北図書館の催し

①おはなし会 子ども向け
10月８日(土)
15:00〜15:30

申込		10月１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 対象	乳幼児と
その保護者

10月20日(木)
11:00〜11:30

申込		10月13日10時から直接
か電話で同館へ。	
先着順

▼投票企画＝読んでおきたい！日本の名著
10月1日〜
11月30日

投票は同館	

HP	で受け付け	

▼講座＝「ほんとのこと」は、親にはいえ
ない	―子どもの言葉を生み出す対話―

11月10日(木)
14：00〜15：30

申込		10月6日10時から直接か
電話で同館へ。	
先着順

■読書会のお知らせ■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
会場	北区役所3階	研修室

本 	つづきの図書館
作者	柏葉	幸子

10月12日(水)
10:00から

¥ 	100円
直接会場へ

新金岡読書会
会場	北区役所3階	研修室

本 	破船
作者	吉村	昭

11月６日(日)
14:00から 直接会場へ

■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	問	中央図書館(☎244-3811　℻244-3321)へ

中百舌鳥公園団地内	中央広場 10月13・27日 10:00〜11:30 府営	浅香山住宅8棟北 10月７・21日、11月4日 14:50〜15:50

北花田第一公園 10月７・21日、11月4日 13:30〜14:30 サンヴァリエ中百舌鳥	集会所前 10月２・16・30日 13:30〜14:20

①ASOBIじかん①ASOBIじかん
保護者同士で交流したり、
親子でふれあい遊びをしま
す

対象	1歳以上
の未就学児と
その保護者

10月17日（北区役所）、
24日（東上野芝マス
カット公園）
10:00〜11:00

申込 	区	 HP 	（右上
QRコード）から市電
子申請システムで
①	は抽選、
②③は先着順。
①	10月3日	
10時〜7日17時

②	10月12日	
10時〜21日10時

③	10月3日	
10時〜18日10時

②ほっとフォト②ほっとフォト
スマホで子どもの素敵な写
真の撮り方を学びます 対象	未就学児

とその保護者、
妊婦

10月22日
（光竜寺公園）

▽10:00〜10:50

▽11:00〜11:50
③�ようきた（北）ね！�③�ようきた（北）ね！�
子育て案内講座子育て案内講座
引っ越して間もない方へ、北
区での子育てを応援します

10月19日（北区役所）
10:00〜11:00

■ベビープログラム■ベビープログラム
初めての子育ての悩みを一緒に話しませんか。
日時		11月18・25日、12月2・9日	

13時30分〜15時30分（全4回）
対象	生後2〜5カ月の第1子とその母親　
場所	北区役所
申込	10月5日9時から電話で	問	へ。先着順。
問	子ども家庭支援センター清心寮「リーフ」（☎252-3521	℻252-3522）

いずれも	場所	北区役所（①③は先着順）
問	北基幹型包括支援センター（☎258-6886　℻258-8010）

①�①� 要予約 	認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座
　認知症の方とその家族を応援しよう

14日（金）
13:30〜15:00

1階
大会議室

②パネル・作品展示②パネル・作品展示
　認知症や医薬品の大切さを正しく知ろう。
　グループホーム入所者の作品の展示も

11〜14日
1階

エントランス
ホール

③�③� 要予約 	認知症家族のための講座認知症家族のための講座
　「家族みんなで認知症ケアのヒントを知ろう」
　介護者の対応の仕方やアンガーマネジメントについて

11日(火)
13:30〜15:30

1階
大会議室

④ブックフェア④ブックフェア
　「認知症について知ろう」をテーマに書籍展示 10月中 ２階

北図書館

■北区認知症本人ミーティング■北区認知症本人ミーティング
認知症の方やその家族、支援者が交流し、情報交換します　※飲食代は自己負担
日時		10月31日（月）13時30分〜15時
場所		堺市産業振興センター（中百舌鳥駅前）内1階カフェテリア「メゾン・ド・イリゼ」
申込		電話か℻で	問	へ。

■スポーツ教室■スポーツ教室
基本から戦術まで個人に応じて指導。初めての方は１回無料体験可（要予約）。
¥ 	①4,400円②4,610円（いずれも1期4回）　申込	直接か電話で同館へ

教室名 クラス名 開催日時 対象

①フットサル
クラスⅠ

火
17：30〜18：30 小学１〜３年生

クラスⅡ 18：40〜19：40 小学４〜６年生

②卓球

夜クラスⅠ
木

17：30〜18：55 小学生〜中学生
夜クラスⅡ 19：15〜20：40 中学生以上
朝クラスⅠ

金
	 9：00〜10：25 中学生以上

朝クラスⅡ 10：35〜12：00 中学生以上

■アクアトレーニング体験会■アクアトレーニング体験会（ダンベルなどを使い水中運動します）
対象	16歳以上　 ¥ 	1,100円　持物	水着、スイミングキャップなど
日時		 ▽10月4・11・18・25日12時15分〜13時	

▽10月7・14・21・28日11時30分〜12時15分
申込	10月3日11時から直接か電話で。先着順

北区金岡町2760-1　☎246-5051
水曜日休館のびやか健康館の催し

北区長曽根町1179-18　
☎254-6601　℻251-0509金岡公園体育館の催し

講師のユーモアを交えた歌にまつわる話を聞きながら、童謡、唱歌、ナツメロなど
を楽しく歌います。
日時	10月19日（水）14〜15時30分
場所	新金岡市民センター3階新金岡公民館大集会室
申込	10月2日9時から直接か電話、℻で	問	へ。先着順
問	区民活動支援コーナー(☎℻258-3911<月曜日・祝日・11日は休館>）

健康教養講座『肩こり・腰痛予防体操』健康教養講座『肩こり・腰痛予防体操』
運動不足が原因の肩こりや腰痛予防のためのストレッチ方法などを紹介
日時		10月11日（火）13時30分〜14時30分　対象		市内在住の60歳以上の方
持物	バスタオル　申込		10月4日から直接か電話で。先着順

北区常磐町1丁25-1　
☎255-6380　℻252-2436北老人福祉センターの催し

うたごえ広場

マスク
着用で
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① 詳細や中止・延期などの最新情報は、ご案内する HP （ホームページ）か、 問 （問合せ先）でご確認ください
② 申込 がないものは直接会場へ　③ ¥  がないものは無料　④ 来場の際は、感染対策を徹底のうえお越しください

開設50周年の大泉緑地で
みどり豊かな公園の魅力を感じよう！

 言葉で心豊かな世界に 
小さい時に心を豊かにして
もらった本やおはなしは今
でも心に残り、その時の感
動がふとよみがえることが
あります。年齢を重ねると、
今度は自分がかけがえのな
い時期の子どもたちに心が
動く言葉を伝えたいと思うように。そんな時、図書館の「おはなしボランティア養
成講座」に出会ったことが多くの会員の活動のきっかけです。
大人が子どもを慈しみ、語り、読み聞かせ、それを聞いて育った子どもたちが、や
がて大人やシニアになり、また次の世代の子どもや孫たちに。そんな心豊かな世
界がずっとつながることを願っています。
 子どもたちの楽しむ姿がやりがい 

日本や世界の各地で語り継
がれてきた昔話を中心に、本
から覚えて語っています。奥
深い昔話の世界には、先人
たちがさまざまな経験から
培ってきた生きる知恵がつ
まっています。いくつもの困
難に出会いながらも、知恵を

働かせ、助け合い、乗り越えていくストーリーを、子どもたちは、ワクワクドキドキ
しながら聞き入ってくれます。
長いおはなしを覚えて語れるか不安な部分もありますが、子どもたちが目を輝か
せて「面白い！」「もっと聞きたい！」と言ってくれると、新しいおはなしにチャレン
ジしようと頑張れます。
 自由に感じ、想像する力を 
面白い、怖い、心に沁み
る、励まされるなど色ん
なおはなしがあります
が、同じ内容でもその
人、その時それぞれで
感じ方や心に残るもの
が違います。おはなしの
魅力は自由に想像の翼
を広げられるところ。デジタルな世界に日頃どっぷりつかっている子どもたちに
は絵が頭に浮かんでくるのが、新鮮な体験のようです。コロナ禍で、直接体験でき
ることが限られる中、自分が主人公になって未知の体験に心躍らせる機会を大
切にしたいです。
 大人も本の世界をゆったり楽しんで 
忙しい生活の中では、知らないうちに頑張りすぎていることがあるかもしれませ
ん。時にはゆったりと心を緩め、本やおはなしにより非日常の世界を味わってみ
るのはいかがでしょうか。
保護者の方は子どもさんと一緒に楽しめるといいですね。小さい頃に読んだ本
と再会すれば、懐かしく思いながら読めますよ。心を込めて読む自分が好きな本
は、子どもによく伝わります。そして、大人も自分のために、いろんなジャンルの本
が扉をあけて待ってくれている広く自由な世界に飛び込んでみませんか。心を温
めてくれる、素敵な言葉や絵・写真に出会えるかもしれません。

開催します　北区交流まつり2022

小学校就学前の健康診断

北保健センター
ホームページ

☎258-6600
℻258-6614

健康づくりを伝えタイ

要予約  マタニティクラス
２回１セット

詳しくは、お問い合わせください。

要予約  離乳食講習会
対象 ５・６カ月児の保護者 10月25日

 9：30から
10：30から
11：30から

要予約  カミカミパクパク離乳食
対象 ９～11カ月児の保護者

10月20日 10：30から

要予約  子どもの歯相談室
対象 乳幼児、小児

10月 4日
10月18日
11月 1日

9：30～11：00

要予約  成人の歯科相談
対象 成人、妊婦

10月 4日
10月18日
11月 1日

13：30～15：30

検査・相談
▷エイズ相談 ▷HIV・梅毒・クラミジア（尿）のセット検査
▷肝炎ウイルス検査※▷風しん抗体検査※　※条件あり

10月11日 9：30～11：00

要予約  生活習慣病予防・食生活相談
保健師・管理栄養士による相談

10月11日 9：15～11：00

要予約  精神保健福祉相談
こころの病気・アルコール問題など

10月13日
10月26日 14：00～16：00

▼予約（先着順）は北保健センターか北区 HP （右上QRコード）へ

▼BCG予防接種、4カ月児健診、1歳6カ月児健診、３歳児健診は対象の方へ個別にお知らせします

▼転入転出の場合は同センターへお知らせください

▼その他、育児相談や難病相談も。詳しくはお問い合わせください

健康な生活を応援する減塩メニュー提供店を HP （QRコード）でお
知らせすると同時に募集しています。また同センターで、塩分測定器
の貸し出しをしていますのでご利用ください。

15校区の自治連合協議会による模擬店、各種
団体による出展、ステージプログラムなどさま
ざまな催しを行います。詳しくは来月号で。
日時  11月5日（土）10～15時
場所 金岡公園野球場（北区長曽根町1179-18）
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　℻258-6874）

来年の入学を前に健康診断を行いま
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。詳しくは市 HP 

（QRコード）を参照。通知が届かな

いときは、校区の小学校へ連絡してく
ださい。
問  学校保健体育課（☎

340-0316　℻228-
7421）

小学校名 電話番号 日程 五箇荘 252-1418 11月14日（月）
北八下 252-0212 10月26日（水） 金岡 252-0028 11月15日（火）
東浅香山 252-1081 10月27日（木） 新金岡 252-1723

11月16日（水）金岡南 258-3104
11月 2日（水）

西百舌鳥 258-0231
東三国丘 252-0263 百舌鳥 252-0477
中百舌鳥 258-2650 11月 7日（月） 新金岡東 255-8414 11月17日（木）
大泉 251-2816

11月11日（金）
五箇荘東 255-7911 11月18日（金）

光竜寺 251-2032 新浅香山 254-5081 11月28日（月）

いずれも直接会場へ
■おおさか都市緑化フェア2022■おおさか都市緑化フェア2022
テーマ   みどりをつなぎ、人とつなぎ、

未来へつなぐ
日時  10月23日(日)10～15時
場所 中央花壇周辺
内容  ▽講習会やワークショップ、大阪

産（もん）野菜のマルシェなど
問  大阪府都市整備部公園課（☎06-

6944-7594　℻06-6944-6796）

■大泉緑地開設50周年記念イベント■大泉緑地開設50周年記念イベント
日時  10月22・23日10時から
場所 中央花壇や大芝生広場、テニス
コート
内容  ▽軽トラガーデンコンテスト 

▽健康関連イベント（22日のみ） 

▽ケータリングカー出店 

▽大泉緑地展
問  大泉緑地管理事務所 

（☎259-0316　℻253-4440）

減らしおキッチン～減塩メニュー提供店～

北図書館をはじめ、地域の小学校やこども園などで、おはなしの語りや、絵本の読み
聞かせをされているボランティアグループ「おはなしはなたばの会」の皆さんにお話
を聞きました。

メゾン・ド・イリゼのりょうえんランチ（日替わり） カフェミントの汁物 匠　秀げつの汁物

3年ぶりに
開催！

北区では現在
3店舗が登録

マザーズハローワークの相談員による仕事の話と
ハロウィンイベントがあります。
対象 25歳以下で妊娠・出産された保護者とその子ども
日時   10月25日（火）13時30分～15時30分
申込  区 HP （右上QRコード）から市電子申請システム 

か電話で同センターへ

やんぐ★るーきーず


