
ステージプログラムや出展内容など詳しくは北区ホームページ(QRコード)か
北区役所市政情報コーナーにあるパンフレット参照

駐車場は混雑が予想されますので、
公共交通機関でご来場ください。
(無料の送迎バスは運行しません）

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)

今
も
昔
も
素
敵
な
北
区

サークル、小・中学校クラブなど
地域の皆さんの勇姿をご覧ください！

全15校区から趣向をこらした
名物模擬店がズラリ！

地域や関係団体による
PR・体験コーナー

感染対策も
一体になって
取り組みます!

大人も
楽しもう
つながろう

会場周辺マップ

ステー
ジ

校区模
擬店

各種団体
コーナー

地元の魅力
写真パネル展
来年開催

問 北区役所企画総務課（〒591-8021　北区新金岡町5丁1番4号　☎258-6706　℻258-6817）

応募いただいた写真から地元の魅力がよく伝わるものを来年開
催のパネル展やインスタグラムで紹介します。
昔撮影して大切にしているものからこれから撮影する映え写真ま
で住んでいる街の魅力が感じられれば撮影の時や場所、ジャン
ルは問いません。肖像権の了解を得た物としてください。

地域のよき思い出
地元のええとこ

写 真
募 集 写真で

教えて!

郵送で住所、氏名（ふりがな）、電話番号、撮影年・場所、
コメント（あれば）を記載したものを写真の裏面に張り付け 問 へ
右のQRコードから北区役所公式インスタグラムをフォローして、
「#北区みんなで写真日記」をつけて投稿

1

2

応
募
方
法

北区交流まつり
11月5日土 10～15時
金岡公園野球場

待ってました!!2022

子どもも

荒天中止

地元の魅力発信中
ぜひフォローを!

区民の皆さんが企画・運営する手作りのイベントが3年ぶりに復活します！
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人のうごき

令和4年10月1日推計（　）は前月比

人口 158,757人（4増）

世帯 73,603世帯（71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

北堺警察署
線
筋
堂
御
ロ
ト
メ
阪
大 新金岡駅

至なかもず

北区
役所前

至なかもず
線
ま
は
き
と

大阪メトロ
2号出口

北区役所

駐車場へ
の進入は
左折のみ可

中央環状線

北図書館

新金岡市民
センター

新金岡駅

北部地域
整備事務所
北部地域
整備事務所

地域SNSピアッザ

ご近所さんと
地域の情報
交換しよう！
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令和4（２０２２）年11月1日 2

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 

■北図書館フェスタ■北図書館フェスタ
11日は大人向けの講座、
12日は子ども向けの企画が盛りだくさん　
申込  ①〜⑦は11月4日10時から直接か電話で 

⑧〜⑩は当日受付。いずれも先着順

11月11日
（金）

▼ レクチャーコーナー 
＝ ネット予約をマスター！ 

図書館を使いこなそう

①13:30〜16:30
（一人20分程度）

▼ 講座＝図書館の本のならび：分類
について　※書庫も見学できます。 ②14:00〜14:30

11月12日
（土）

▼絵本のよみきかせ ③10:30〜11:00　④11:15〜11:45

▼秋のおはなし大会
※書庫も見学できます。

⑤14:00〜14:20　⑥14:30〜14:50　
⑦15:00〜15:20

▼オリジナルのミニ本を作ろう！ ⑧10:00〜10:30　⑨10:30〜11:00　
⑩11:00〜11:30

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

11/16　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）

11/8・22　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 11/9　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

☎258-6850　℻258-6851北図書館
開館 火〜金10〜20時、土・日・祝10〜18時 休館 11月７・14・21・28日

☎258-6621
℻258-6883子育て支援課

ホームページ

■11月のブックフェア■11月のブックフェア
▷一般向け＝おなかがすく本　 ▽児童向け＝ふしぎワールド
▷ミニブックフェア＝血圧・減塩を意識しよう
■北図書館の催し■北図書館の催し

絵本のよみきかせ 対象 乳幼児と
その保護者

11月17日(木)
11:00〜11:30

申込  11月10日10時から直接か
電話で同館へ。先着順

▼投票企画＝ 忘れられない 
世界の文学

11月1日〜
来年1月4日

投票は同館
HP で受け付け

■読書会のお知らせ■読書会のお知らせ　

新金岡子どもの本を読む会
会場 北区役所3階 研修室

本  偉大なる王
（痛快世界の冒険文学８）

原作 N・A・バイコフ
文  斉藤 洋

11月９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  あしながおじさん
作者 ジーン・ウェブスター

12月４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

いずれも 場所 北区役所（①を除く）、 申込  11月1日10時から区 HP （右上QR
コード）から市電子申請システムで。先着順（①のみ8日17時まで、抽選）

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

▽11月14日＝北区役所

▽21日＝さくら今池公園
10:00〜11:00

②おやこtoぼうさい②おやこtoぼうさい
子どもの救命処置〜いざという
時の心肺蘇生を学びましょう〜

対象  未就学児とその保
護者

11月28日（月）
10:00〜11:00

③�大人ママ＊お話し会③�大人ママ＊お話し会
同世代の方と子育てについて話
しませんか

対象  おおむね40歳以上
の保護者とその子
ども

11月15日（火）

▽1歳児以上＝10:00〜11:00

▽0歳児＝13:30〜14:30

④ようきた（北）ね！④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の北区で
の子育てを応援します

対象  0・1歳児とその保
護者、妊婦

11月17日（木）
10:00〜11:00

⑤子育て支援コーディネーター⑤子育て支援コーディネーター
　とお話しよう　とお話しよう
堺市の子育てサービスの紹介、
参加者同士の交流も

対象  未就学児とその保
護者

11月29日（火）

▽1歳児以上＝10:00〜11:00

▽0歳児＝13:30〜14:30

119番通報は落ち着いて119番通報は落ち着いて 
携帯電話からの通報は、災害発生場所の特定に時間がかかる場合があります。
スムーズな出動のため、次のポイントをおさえてください。

ゴールデンエイジプログラムゴールデンエイジプログラム
大阪体育大学から講師を迎え、スポーツの基礎「走る・飛ぶ・投げる・打つ」を伝
えます。保護者向けの講義(座学)もあり。
対象 市内在住・在学の小学1〜4年生　日時  12月18・24日9〜12時
¥  3,000円（全2回）　申込 11月5日9時から電話で

テニス・サッカースクール体験会テニス・サッカースクール体験会
持物 テニスラケット（①のみ・貸出あり）、室内用シューズなど
申込 11月4日11時から直接か電話で。先着順

① テニス 
スクール

コーチと一緒に 
楽しく体験します

11月15・17日

▽16歳以上（初心者・経験の浅い方）＝12:00〜13:15

▽4〜6歳児（H28.4.2〜H30.4.1生）＝15:30〜16:15

② サッカー
スクール

通常開催中の 
ジュニアスクール 
を体験します

11月22・24日

▽H30.4.1生〜1年生＝15:55〜16:55

▽小学2〜3年生＝16:55〜17:55

▽小学4〜6年生＝17:55〜18:55

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

防災コーナー 問 北消防署（☎250-0119　℻253-2016）

健康教養講座「健やかに過ごすために」健康教養講座「健やかに過ごすために」
対象 市内在住の60歳以上の方
日時  11月8日（火）13時30分〜14時30分
申込 11月2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

119番通報のポイント！119番通報のポイント！
▷ 携帯電話からの場合、発生場所の市町村名

をお伝えください！
▷通報は安全な場所から！
▷火事・救助・救急の別をはっきり！
▷住所や付近の目標を詳しく！
色々な方法で通報していただけます！色々な方法で通報していただけます！
▷ 音声に頼らないメールなどによる登録制の

通報システム
▷ 詳細を把握したい場合に、通報者から現場映

像を送信
▷℻や5か国語にも対応

中百舌鳥公園団地内 中央広場 11月10・24日 10:00〜11:30 府営 浅香山住宅8棟北 11月４・18日、12月２日 14:50〜15:50

北花田第一公園 11月４・18日、12月２日 13:30〜14:30 サンヴァリエ中百舌鳥 集会所前 11月13・27日 13:30〜14:20

詳しくは
こちらから

↓

落ち着いて
質問に答えて

ください!

11月9日は「119番の日」

家族や友人
と楽しく撮影

フォトスポ
ットも！（12日のみ）
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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

堺市とサカイ引越センターで締結する子育て支援に関する協定に基づき、子育
て世帯の多い北区でクラシックライブを
お届けします。みなさん一緒にコンサー
トを楽しみませんか。どなたでも気軽に
お楽しみいただけます。
日時  11月18日（金）12～12時45分
場所 北区役所エントランスホール
問  北区役所企画総務課（☎258-6706　FAX258-6817）

生演奏を気軽に楽しもう！ ランチタイムコンサート♪ はじめてのスマホ体験型講習会

第3火曜日に手作り品販売　きたきてまるしぇ

北保健センター
ホームページ

☎258-6600
FAX258-6614

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 11月22日

9：30から
10：30から
11：30から

要予約  子どもの歯相談室
対象 乳幼児、小児 ▽11月 1 日

▽11月15日
▽12月 6 日

9：30～11：00

要予約  成人の歯科相談
対象 成人、妊婦

13：30～15：30

感染症検査・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

11月 8 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

11月 8 日 9：15～11：00

要予約  胃がん検診・大腸がん検診（集団検診）
対象 50歳以上の偶数年齢の方
申込  11月11日までに堺市がん検診総合相談ポータル
か北保健センターへ

▽12月 2 日
＝五箇荘小学校

▽12月 7 日
＝金岡公民館

9：00～11：00
9：30～11：30

要予約  骨粗しょう症予防検診
対象 18歳以上の市民の方

1 月12日 9：30から

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

▽11月10日

▽11月24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

スマホの不安やお悩みを解消しませんか。まだ、端末をお持
ちでない方でも参加できます。当日はスマホを貸し出します。

（自分のスマホは使用不可）
対象 初めてスマホを利用する方、操作方法に不安がある方
日程  12月21日（水）か23日（金）　場所 北区役所1階大会議室

障害のある方が心を込めて作ったお菓子（写真）
やパン、雑貨などはいかがですか
日時  11月15日(火)12～13時
場所 北区役所1階エントランスホール
問  北区障害者基幹相談支援センター

（☎251-8166　FAX250-8800）

難病相談支援員が相談に応じます（仕事のあっせんは行いません）
日時  11月17日(木)10時30分～16時（1人90分以内）　場所 北保健センター
対象 働きたい方や働き続けることに不安を感じている難病患者の方
申込 電話かFAXで氏名、電話、FAX番号を 問 へ。先着順
問 難病患者支援センター（☎275-5056　FAX275-5038）

指定難病患者・小児慢性特定疾病児童などのための就労相談

「地域の皆さんの笑顔」のために活動する北区交流まつり実行委員会の天野委員長。
３年ぶりの開催にかける熱い思いを聞きました。

むせや誤嚥(ごえん)性肺炎、低栄養を予防するためのお話や認知症予防の運
動、脳活性化プログラムなどを学びます。
日時  12月6日～2月28日の火曜日（1月3日除く）、9時30分～11時30分
対象 65歳以上（介護認定を受けていない）で全12回参加できる方
場所 堺市産業振興センター（中百舌鳥駅前）
申込 11月2～9日に電話かFAXで住所、氏名、電話かFAX番号、生年月日を。抽選（初
めての方優先）

ひらめき脳トレプラス教室〈楽しく通って元気でいきいき！〉

日時  11月26日（土）10～16時
場所 新金岡市民センター（北区新金岡町4丁1-8）
内容 ステージ発表、体験・工作コーナー、活動情報掲示など
問 堺市社会福祉協議会 北区事務所（☎258-4700　FAX258-4770）

北区ボランティアフェスティバル北区ボランティアフェスティバル

 皆さんの念願が叶った開催です 
2年間コロナ禍により交流まつりを中止せ
ざるを得ませんでしたが、楽しみにされてい
た多くの方々から再開を心待ちにしている
というお声が多く届いていました。
開催を決める日の直前に大阪モデルの赤信
号が解除され、晴れて3年ぶりに開催できる
運びとなりました。皆さんの熱い思いが通じ
た再開に胸を躍らせています。
 主役は北区に関わるすべての方 

参加される方、模擬店を出す自治連合
会、ステージで観覧者を楽しませる演
者の方など楽しいまつりを作りあげて
いるのは北区に関わるすべての方で
す。全員が楽しむまつりは、交流するこ
とで笑顔が広がります。皆さんも参加
して一緒に楽しい時間を過ごしませ

んか。感染対策も徹底して取り組みますので皆さんもご協力をお願いします。
 まつりで北区を一つにつなげたい 
これまでコロナ禍により地
域の恒例イベントが中止
続きとなるなど、残念なが
ら人とのふれあいが減っ
てしまったのではないで
しょうか。北区交流まつり
は北区住民が親睦を深め一体となることを目的としています。イベントの再開によ
り区民の皆さんと結束力を高め、人との絆を構築できるまつりにしたいですね。
 つながることで地域の暮らしに安心が生まれます 
つながりというと大げさに感じるかもしれませんが、挨拶を交わすことから、つな
がりは始まります。顔見知りになれば自ずと協調意識が芽生えてきます。顔見知
りの隣人が困っていると助けずにはいられないものです。地域で安心して暮らす
ためには、助け合えるご近所さんが、かけがえのない存在です。日課の散歩では、
皆さんと挨拶を交わしていることで体の健康以上に心に元気をもらえるんです
よ。皆さんも挨拶から始めてみませんか。
 いざという時に頼りになるのが自治会です 
4年前大きい台風が来て北区でも停電や断水などの被害がありました。日常生活
で困りごとがないからと、交流しなくても良いと考える方がいますが、平穏な生
活がままならないことで一転不安になったことと思います。また、近い将来、南海
トラフ巨大地震が高い確率で発生することが危惧されています。被災時に地域
のつながりの中で心を支え合い助け合えるよう、皆さんに自治会に加入していた
だき、どんな困難も乗り越えられる北区住民の絆をつくりたいと思います。

生音の感動を届けるアーティストの皆さん

ボラ
ンティアの輪を広げよう！

申込 11月1日から電話で、問い合わせ番号「1032」と希望日、①～④の希望内容
（複数申込可）を株式会社Honki（☎050-3317-1545〈10～17時〉）へ。先着順

問 株式会社HonkiかICTイノベーション推進室（☎228-7264　FAX228-7848）

①基本講座 電源の入れ方、ボタンの操作方法、電話のかけ方、カメラの
使い方 9:30～10:30

②基本講座 アプリのインストール方法、インターネットの利用方法、
メールの利用方法 11:00～12:00

③基本講座 地図アプリの利用方法、SNS・コミュニケーションツールの
利用方法 14:00～15:00

④相談会 講座内容に準じた相談の受付 15:30～16:30

・当日は駐車券を発券しません。公共交通機関をご利用ください。


