
南図書館だより
休館日�７月６・１３・２０・２７日

南図書館 �２９４―０１２３ �２９８―０５９７
栂分館 �２９６―００２５ �２９６―００３４
美木多分館 �２９６―２１１１ �２９６―２１５１

図書館 Twitter（@sakai
_lib）二次元コード�
�ブックフェア
�南図書館
（一般）「快適な家を目指して」
（児童）「夏におすすめ!」
�栂分館

（一般）「夏を愉しむ」
（児童）「夏におすすめ!」
�美木多分館
（一般）「おもしろ Books 探偵
帖～読みたい本が見つからない？
だったらこれ!～」
（児童）「夏におすすめの本」

市立図書館ホームページ上の電
子図書館に、小・中学生が楽しめ
る学習まんが、伝記、ティーンズ
向け小説などの電子書籍を堺ライ
オンズクラブ様からご寄贈いただ
きました。電子書籍の他、絵はが
き、古写真など堺の地域資料をデ
ジタルアーカイブ化して公開する
などの図書館に行かなくても利用
できるサービスを拡充していま
す。今回ご寄贈いただいた電子書
籍の一部を紹介します。
�「学研まんがNEW日本の歴史９
開国と明治維新 江戸時代末・

明治時代前期」

大石学／総監修 野本禎司／監修
アサミネ鈴／まんが 学研教育

出版
�「はらぺこペンギンのぼうけん
―どうぶつのかぞくペンギン―」
吉野万理子／作 松成真理子／絵
今泉忠明／監修 講談社

この他にもたくさんの電子書籍
をご用意しています。
�新型コロナウイルス感染防止対
策を行って、開館しています。ご
不便をおかけしますが、ご協力を
お願いします。なお、おはなし会
などの行事は休止しています。

７月１日より下記の場所
に新たに蛍光管などの回収
ボックスを設置しました。
�御池台地域会館（南区御
池台３丁１―３７）
家庭から出る蛍光管（LE

D・ハロゲンランプ等を除
く）、乾電池・ボタン電池
（充電式電池を除く）、水銀体温計、
温度計・血圧計が回収対象で、その
他の回収場所などは市ホームページ

参照。
�環境事業管理課（�２２８―７４７８ �
２２９―４４５４）

蛍光管・乾電池・水銀体温計などの回収ボックスを増設

■栂文化会館の催し
チケットの購入が必要。販売場所

など詳しくは同館へ。電話予約は堺
市文化振興財団チケットセンター
（�０５７０―０８―００８９）へ。
※未就学児の入場はご遠慮くださ
い。
�日本の伝統音楽・芸能シリーズ
第１３回栂文寄席 米團治 吉弥二人
会公演を開催します
８月９日（日）、午後２時開演。出

演は、桂米團治、桂吉弥、桂弥っ
こ。チケット発売中。全席指定席。

前売２，８００円、当日３，３００円。
■栂文化会館「夏休み工作シリーズ」
受講生募集
「夏休み工作シリーズ」の受講生を
募集します。
�陶芸「お茶碗を使ってお抹茶体験」
７月２６日（日）、午前９時３０分か

ら、８月２３日（日）、午前１０時から
（全２回）。受講料などが必要です。
小学生以上が対象。
受付期間は７月１０日（必着）まで。

講座内容や申込方法などは同館へ。

〒５９０―０１４１ 南区桃山台２丁１―２
�２９６―００１５（月曜休館） �２９１―７０８３栂文化会館だより栂文化会館

未来の泉北ニュータウンの取り組みに向けたアンケートにご協力を
平成２２年に策定した「泉北ニュー

タウン再生指針」が、計画期間の１０
年を経過することを受け、これまで
の取り組みや施策を評価し、未来の
泉北ニュータウンの基礎資料とする
ために市民アンケートを実施しま

す。７月１～３１日、全市民が対象。
回答方法は市ホー

ムページ二次元コー
ドから回答。紙によ
る回答を希望される
場合は、同室へ。

�わくわくイベント開催
７月２６日（日）、新イベント「わく

わく迷路冒険の旅へ」を表のとおり
開催します。
体育館にある運動器具を使って鴨

谷体育館オリジナル迷路を作り、運
動をしながら迷路を進んでゴール地
点にあるお宝を探します。さあ鴨谷
体育館で冒険の旅へ出かけよう!

泉北ニュータウンの催し ニュータウン地域再生室
�２２８―７５３０ �２２８―６８２４

５００円
（税込・当日
支払い）

７月１９日から電
話で受け付け
（午前１０時～午
後９時）

各２０人年少～年長
午前１１時～正午②

午前９時３０分～１０時３０分①

参加費申込定員対象時間クラス

御池台地域会館
（南区御池台３丁１―３７）
�泉北ニュータウン住宅リノベーシ
ョン協議会（すまいるセンター内 �
２９９―２３２３）

８月１日（土）
（午後２～４時）

空き家相談会
（無料・要予約）

大阪府営住宅供給公社茶山台団地
（南区茶山台２丁１）

７月４・５・１１・１２・１８・１９・２５・２６日
（午前１０時～午後５時）

DIYのいえ
（無料・直接会場へ）

場所日時催し

献血にご協力を

７月２２日（水）、午前１０時～正午、
午後１～４時３０分、南区役所正面玄

関前で献血を行います。献血は命を
つなぐ身近なボランティアです。皆
さんの協力をお待ちしています。
�日本赤十字社大阪府支部堺市南区
地区事務局（南区役所自治推進課内
�２９０―１８０３ �２９０―１８１４）
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鴨谷体育館

７月２６日（日）に予定していました
マイナンバー休日窓口は、地方公共
団体情報システム機構（J-LIS）のシ
ステムメンテナンスのため、８月２
日（日）、午前９時～正午に変更しま

す。休日窓口では、マイナンバーカ
ードの交付や更新、電子証明書の更
新や暗証番号の変更などを行ってい
ます。
�南区役所市民課（�２９０―１８０２）

～８月２日にマイナンバー休日窓口を開設します～

小・中学生向け電子書籍が充実しました!

南区鴨谷台２丁４―１ �２９６―１７１７
�２９４―１７６６ 休館日７月１３日（月）

●対象品目

蛍光管
（LED・ハロゲンランプを除く）

水銀を使用した
体温計・温度計・血圧計

乾電池・ボタン電池
（充電式電池を除く）

分別（拠点）回収の対象は、ご家庭から出る次の品目です。

令和２年（２０２０年）７月１日南区広報 


