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�茶山台団地「DIY のいえ」を利用
しませんか
毎日暮らす我が家をもっと快適

に、便利に、おしゃれにしたい。そん
な夢をかなえるため、DIY の作業
スペースとして本格的な工具を使用
し、専門スタッフに相談もできる
「DIY のいえ」を無料で利用できま
す（子ども向けの工作コーナーあ
り）。
９月５・６・１２・１３・１９・２１・２２
・２６・２７日、午前１０時～午後５時、
無料。

９月１２・２６
日はワークシ
ョップ「みん
なで壁にペイ
ントしてみよ
う」を開催予定、午前１０時３０分～午
後３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。費用は大人２,０００円、中高大
学生１,５００円、小学生５００円（未就学
児は無料）。
�カザールホーム（�０１２０―４５―８５４０

電 子
メールchayamadai.diy@gmail.com）

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

■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
（�電話予約専用��０５７０―０８―００８９）
へ。※未就学児の入場はご遠慮くだ
さい。
�名画鑑賞会
名画鑑賞会「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～の２回上映。チケッ
ト発売中。全席指定席。前売各５００
円、当日各６００円。
■９月募集 文化・文芸講座
講座内容や申込方法など詳しく

は、同館へ。
※新型コロナウイルス感染拡大防止
対策を実施したうえで開催します。

〒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

「ボランティアに参加したい!け
ど…どうしたらいい？」そんな『参加
したい!』気持ちを応援します!入
門講座はボランティアの基礎を学ぶ
講義とボランティア活動の紹介を行
うプログラムを用意しています。無
料。�第１回�１０月１２日（月）、午前
１０時～正午。講師は新崎国広さん。
講義：ボランティア参加に必要な基
礎知識について �第２回�１１月２
日（月）、午後１時３０分～３時、映像
などによるボランティア活動紹介
※全２回に参加ください。
※新型コロナウイルス感染症の影響
により講座内容の変更または中止す

る場合があります。
�電話か電子メールで住所、氏名、
電話番号を１０月８日までに社会福祉
法人堺市社会福祉協議会南区事務所
地域活動推進係（�２９５―８２５０ �２９５
―８２６０ 電 子

メールminami @ sakai�syakyo. net）
へ。

就職活動で必要な履歴書や、職務
経歴書を何となく書いていません
か？履歴書や職務経歴書には、それ
ぞれの役割や目的があります。それ
を理解したうえで、「自分」を伝える
ことが書類選考突破のポイントで
す。相手に理解してもらうための書
類の作り方をお伝えします。

９月１０日（木）、午前１０時３０分～正
午、南区役所で。就職や転職を希望
する１５～３９歳の方と女性の方が対
象。無料。
�直接か電話で、さかい JOB ステ
ーション（�０１２０―２４５１０８ �２３８―
４６０５）へ。先着１０人。

図書館 Twitter（@sakai
_lib）２次元コード →
�ブックフェア
�南図書館�（一般）「芸術の世
界」、（児童）「おほしさまの世界」
�栂分館�（一般）「空をよむ」、
（児童）「外国語絵本」
�美木多分館�（一般）「クラシッ
クはいかが？」、（児童）「すき？き
らい？こわ～いほん」
�調べものには�オンライン・デ
ータベース�が便利です
南図書館では、以下のオンライ

ン・データベースが無料で利用で
きます。五大紙の新聞データベー
ス、百科事典・各種辞典
等が一括検索できる「ジ
ャパンナレッジ Lib」、
雑誌記事索引の「MAGA
ZINE PLUS」、「Web
OYA-bunko」、法律や
判例を調べる「D1-Law.
com」、「官報情報検索
サービス」、主に中小企
業向け経営情報やビジネ

ス文書を収録する「JRS 経営情報
サービス」、音楽情報の「ナクソス
・ミュージック・ライブラリー」
などを提供しています。ワンラン
ク上の情報手段として、ぜひご活
用ください。
なお、利用の際には、貸出カー

ドが必要です。
�新型コロナウイルス感染防止策
を行って、開館しています。また、
おはなし会等行事は、感染拡大防
止を徹底したうえで、再開を検討
しています。最新の情報はお問い
合わせください。ご不便をおかけ
しますが、ご協力をお願いします。

JOBステーション南サテライト・
就職力アップセミナー

～書類選考突破のための～
『応募書類の書き方』

～書類選考突破のための～
『応募書類の書き方』

１０人３，０００円９／１０１０／２０、１１／１７、１２／１５
１３：３０～１５：３０

絵てがみ
（火曜コース）

５０人各回７００円定員になり次第
締め切り

１０／１５、１１／１９、１２／１７
１０：００～１２：００歴史

１０人６，０００円９／１０１０／１１・２５、１１／８・２２、１２／１３
１０：００～１１：３０おはようヨガ

１５人６，５００円９／１０１０／１０・２４、１１／７・２８、１２／１２・２６
１９：００～２１：００書道

１５人６，０００円９／１０１０／１０・２４、１１／１４・２８、１２／１２・２６
１５：００～１６：３０子ども書道

１０人３，０００円９／１０１０／８、１１／１２、１２／１０
１３：３０～１５：３０

絵てがみ
（木曜コース）

１０人１３，０００円９／１０
１０／６・２０、１１／１７、１２／１・１５、
１／５・１９、２／２・１６、３／２・１６
１０：００～１２：００

初歩からのてん刻
（朝コース）

２５人１０，０００円９／１０
１０／２、１１／６、１２／４、１／８、
２／５、３／５
１０：００～１２：００

やさしい万葉集

定員費用締切日時講座名

受講料（材料費込み）

南図書館だより
休館日�９月１・７・１４・２８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

ボランティア入門講座を開講します 堺市社会福祉協議会南区事務所
�２９５―８２５０ �２９５―８２６０

昨
年
の
様
子

【ジャパンナレッジ Lib 検索画面】↓

遺言、相続、内容証明や各種契約
書の作成、帰化申請、建設・産廃業
や宅建業などの営業許可申請、会社

設立などについて相
談できます。電話相
談はできません。
９月１９日（土）、午

後１時３０分～４時

（受け付けは午後３時３０分まで）、堺
市栂文化会館 第２講座室（最寄駅
泉北高速鉄道 栂・美木多駅）で。
予約可。予約は、大阪府行政書士

会堺支部（�２３４―３９９９ �２６１―３５８３）
へ。
�同会堺支部か市民人権総務課（�
２２８―７５７９ �２２８―０３７１）

行政書士による休日無料相談会

令和２年（２０２０年）９月１日南区広報 


