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図書館 Twitter（@sakai
_lib）２次元コード →
�ブックフェア
�南図書館
（一般）「平和と人権～見えない
ものを考える～」、（児童）「夏にお
すすめ!」
�栂分館
（一般）「日本語っておもしろ
い」、（児童）「夏におすすめ!」

�美木多分館
（一般）「この人知ってる。俳優
・タレント・有名人」、（児童）「夏
におすすめの本」
�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
などの行事は引き続き休止してい
ます。

南図書館だより
休館日�８月３・１７・２４・３１日、９月１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

〒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

■栂文化会館の催し
チケットの購入が必要。発売場所

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。
�名画鑑賞会を開催します
「グレンミラー物語」を上映します

（上映時間／１１７分）。
９月２３日（水）午前１０時３０分・午後

１時３０分開演。前売券は７月１８日か
ら発売。全席指定席。前売５００円、
当日６００円。

今年も夏が到来し、花火をする
季節になってきました。
花火は楽しいものですが、使用

方法を間違えれば、大事故に繋が

ります。必ず注意書や使用方
法をよく読んで、バケツと水
を用意し、周囲に燃える物が
ないか確認してから、大人と
一緒に楽しみましょう。
また、子どもの火遊びによ

る火災が後を絶ちません。被
害が発生する前にみんなで注意し
て事故や火災を防ぎましょう。
�南消防署（�２９９―０１１９ �２９８―
０１１９）

正しいおもちゃ花火の使い方!

南消防署

集団回収報償金の申請は８月中に
南区内で今年２月から今年７月ま

でに実施した古紙や衣類などの集団
回収に対する報償金の申請を受け付
けます。
受付期間は８月３～３１日（土・日

曜日、祝日を除く）。
報償金の申請には事前に団体登録

が必要です。
�南区役所自治推進課（�２９０―１８０３
�２９０―１８１４）

司法書士による休日・夜間無料法律相談会
相続・遺言・不動産・成年後見な

どの手続きに関する相談に無料で応
じます。電話相談はできません。
８月１９日（水）、午後６～９時、司

法書士総合相談センター堺（南海高
野線堺東駅前）で。要予約。予約

は、大阪司法書士会堺支部（�０８０―
４２３３―４０４０�土・日曜日、祝休日を除
く�午前１０時～午後４時）へ。
�同会堺支部か市民人権総務課（�
２２８―７５７９ �２２８―０３７１）

原山公園オープンを前に、公
園施設を利用するプレイベント
を８月２９日（土）に実施します
（広報さかい１２・１３ページ参
照）。内容はマルエス堺原山公
園プールのスライダー・幼児用
プール体験、マルエス堺原山台
ジム内のプール体験。
また、８月２３日（日）、午前９
時～午後２時、南区在住の小学
生に参加していただき、プレイ
ベントの予行を兼ねた施設開放を行
います。
身長１２０㎝以上で南区在住の小学

生の方が対象。小学３年生以下は保
護者同伴で屋内プールについては一
緒に入水してください。
�FAX かはがき、市ホームページ
で、代表者の住所、氏名、電話番
号、参加人数（１通につき小学生２

人まで）、学年、身長、参加希望時
間①～③（表参照）を８月１～１４日
（必着）に堺市公園緑地整備課（〒５９１
―００７８ 堺区南瓦町３―１ �２２８―
７４２４ �２２８―１３３６）へ。無料。抽選
各４０人。南区在住の小学生の方は２３
・２９日のいずれの日でも申し込み可
能。当選者のみ８月１５日ごろ電話、
郵送にてお知らせしま
す。

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

�DIY を始めてみませんか？
「茶山台団地 DIY のいえ」では DI
Yの作業スペースとして本格的な工
具を使用でき、専門スタッフに相談
できます。
８月１・２・８・９・１０・２２・２３

・２９・３０日、午前１０時～午後５時、
大阪府住宅供給公社茶山台団地（南
区茶山台２丁１ １６棟１０１号室）で。

無料。直接現地へ。
�カザールホーム（�０１２０―４５―８５４０）

天井改修工事、舞台照明設備改修
工事に伴うホール、音楽室、視聴
覚室の利用休止期間を変更
新型コロナウイルス感染症の影

響により工事期間が変更になった
ため、９月～来年６月を予定して
いたホールなどの休止期間を、１０
月～来年８月に変更します。
ただし、音楽室・視聴覚室は来

年７月から利用できます（夜間・
日曜日・祝休日は休止期間中も利
用可）。
�文化課（�２２８―７１４３ �２２８―
８１７４）

原山公園オープン プレイベント予行を開催します

※駐車場料金は無料
※持ち物：水着、着替え、タオル、飲み物など
を持参
※雨天決行（荒天中止）
※新型コロナウイルス感染拡大の状況を踏ま
え、イベント中止の可能性あり
※中止の場合は市ホームページでお知らせしま
す１４：００ごろ１２：００から③

１２：３０ごろ１０：３０から②

１１：００ごろ９：００から①

着替え・解散受付・着替え回

内観パース（屋内プールイメージ）

明るい選挙啓発 ポスター作品を募集中
「明るい選挙」とは、買収・供応な
どの不正によるゆがんだ投票を排除
し、公正かつ適正に選挙が行われ、
私たちの意思が政治に正しく反映さ
れることです。
現在、小・中・支援学校、高校に

通う市内在住か在学の児童・生徒を
対象に、「明るい選挙」の推進をテー
マとしたポスター作品を募集中で
す。

詳しくは市役所
市政情報センタ
ー、区役所市政情
報コーナーにある
募集要項か市ホー
ムページ参照。締
め切りは９月１１日
（必着）。
�選挙管理委員会事務局（�２２８―
７８７６ �２２８―７８８３）

■８月２３日（プレイベント予行）

堺市選挙キャラクター
「にゃんばぁーる」

市ホームページ
（２次元コード）

令和２年（２０２０年）８月１日南区広報 


