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〒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

■文化講座 受講生募集
�いつもと違う手作りみそ（お雑煮
みそ）
１１月１３日（金）、午前１０時～。受講
料３，８００円。定員１５人。

締切１０月１０日必着。講座内容や申
込方法など詳しくは栂文化会館（栂
・美木多駅前すぐ �２９６―００１５ �
２９１―７０８３）へ。月曜日休館。

日常の移動に快適・便利な電動ア
シスト自転車がレンタルできるシェ
アサイクルの実証実験を実施してい
ます。今回新たに泉ケ丘駅周辺の近
隣センターなど１１カ所にシェアサイ
クルポート（専用駐輪場）を設置しま
した。シェアサイクルポートであれ
ばどこでも貸出・返却可能です。ぜ
ひ、ご利用ください。
ご利用方法など詳しくは、広報さ

かい５ページ参照。
�自転車企画推進課（�２２８―７６３６
�２２８―０２２０）

JOB ステーション南サテライト
（南区役所３階）では、「働きたい」を
応援するイベントを開催します。
�就職応援セミナー（予約制）
�企業交流会（予約制）
�お仕事なんでも相談
�求人企業情報等のパネル展示を行
います。
１０月３０日（金）、午前１０時～午後４
時、南区役所２階２０１・２０２会議室
で。就職や転職を希望する１５～３９歳

の方と女性が対象。いずれも無料。
�１０月１日から受け付け。詳しくは
直接か電話でさかい JOB ステーシ
ョン（堺市駅前 �０１２０―２４５１０８ �
２３８―４６０５）へ。
※来場者人数によっては、予約がな
い場合、入場制限をさせて頂くこと
があります。
※状況によっては中止になることが
あります。

図書館 Twitter（@sakai
_lib）２次元コード →
�ブックフェア
�南図書館�（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）「ことばのふしぎ」
�栂分館�（一般）「あなたは９割
を信じますか？」、（児童）「あきを
楽しもう」 �美木多分館�（一
般）「高齢化社会を生きる」、（児
童）「思いきり体を動かそう!」
�おはなし会
無料。直接会場へ。
�南図書館�１０月１７・２４・３１日、
午後３～３時１５分。先着９人。
�栂分館�１０月１０日（土）、午前１１
～１１時１５分。先着６人。
�美木多分館�１０月２４日（土）、午
後３時３０～４５分。先着９人。
�えほんをたのしむおはなし会
無料。直接会場へ。先着９人。
�南図書館�１０月３・１０日、午後
３～３時１５分。
�ぴよぴよおはなしかい
わらべうたや絵本を楽しむ会で

す。乳幼児とその保護者が対象。

いずれも午前１０時３０～４５分。無
料。
�南図書館�１０月２１日（水）。先着
９組。�栂分館�１０月８日（木）。
先着６組。�美木多分館�１０月１６
日（金）。先着９組。
�栂分館は受付中。南図書館・美
木多分館は１０月３日、午前１０時か
ら直接か電話で各館へ。
�「マジック・ショー～不思議な
世界へようこそ～」
１１月１日（日）、午前１０時３０～５０
分、午前１０時５５分～１１時１５分の２
回制、鴨谷体育館研修室で。無
料。
�１０月１５日、午前１０時から直接か
電話で美木多分館へ。各回先着１５
人。

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。
おはなし会など行事は、感染拡
大防止を徹底したうえで再開し
ますので、マスクの着用、検
温、連絡先の届出等にご協力く
ださい。ご不便をおかけします
が、ご協力をお願いします。

南図書館だより
休館日�１０月５・１２・１９・２６日、１１月２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

堺“職”のパネル展
in南サテライト ～自分にあった“しごと”さがそ～～自分にあった“しごと”さがそ～

シェアサイクルのエリアが南区に広がりました

近隣センターなど皆さんの身近な
場所で生鮮食料品や本格料理、堺特
産品などを気軽に購入できる移動販
売の実証プロジェクトを実施しま
す。
�実施期間：１０月４～３１日（火曜日
を除く）
�実施時間：キッチンカーは午前１１
時～午後７時。移動販売はこの時間
帯の一部で実施。
�実施場所（実施日）：�釜室公園
（木・日曜日） �UR 泉北原山台一
丁団地（月・日曜日） �赤坂台近隣
センター（水・土曜日） �宮山台近
隣センター（金・土曜日）
来店アンケートご協力の方に、キ

ッチンカーで次回来店時（期間中に
限る）に使える５０円引きクーポンを
プレゼントします。実施場所や販売
品目の詳細は、市ホームページか上
記２次元コードからアプリをダウン
ロードしてご確認ください。
�ニュータウン地域再生室分室（�
２９８―１３００ �２９８―１３３１ 電 子

メールnisai@city.
sakai.lg.jp）

「オンラインでまちかど保健室!」を大阪府住宅供給公社YouTube チャンネルで
公開中。正しい手洗いや消毒方法などの動画を配信。
�大阪府住宅供給公社（�０６‐６２０３‐５５３４）

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）

１０月３・４・１０・１１・２４
・２５・３１日
直接現地へ

DIYのいえ
�カザールホーム（�０１２０―４５―
８５４０ 電 子

メールchayamadai.diy@gmail.com）

場所日時催し

�ハッピーハロウィン in 泉ヶ丘
２０２０
ハロウィン

の仮装をして、泉ヶ丘周辺施設や大
蓮公園を巡り、お菓子とキーワード
を集める子供向けファミリーイベン
トです。お菓子は中学生以下が対
象。１０月３１日（土）、午前１１時～午後
４時。荒天中止。無料。先着５００
人。いずみがおか広場（泉ケ丘駅す
ぐ）で参加受付。
�南海電気鉄道（�２９５―７１２１）
�泉北レモンフェスタ vol.5
レモンの苗木、泉北レモン

を使ったお菓子やパンなどを販売し
ます。レモンについてのセミナーも
開催。詳しくは、泉北レモンの街ス
トーリーホームページ参照。
１０月３１日（土）、午前１０時～午後２

時、いずみ
がおか広場
（泉ケ丘駅
すぐ）で。
申込不要。
直 接 会 場
へ。
�泉北レモンの街ストーリー（電 子

メール le
mon@senboku�lemon.net）
�親子で参加!オンライン子どもリ
ノベ学校
建築家である講師からリノベーシ

ョンの設計のポイントを学べるオン
ラインワークショップを開催。申込
方法など詳しくは泉北スタイルの家
ホームページを参照。
�泉北ニュータウン住宅リノベーシ
ョン協議会（design SU �０６―
７５０６―９４３５）
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泉北ニュータウン地域に移動販売車と
キッチンカーがやってくる�

物販飲食
支援アプリ

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

令和２年（２０２０年）１０月１日南区広報 


