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〒５９０―０１４１ 栂・美木多駅前
�２９６―００１５（月曜休館） �２９１―７０８３栂文化会館だより

栂文化会館

仕事のハードさばかりが話題にな
ることが多い「介護職」ですが、将来
の自分や家族のこととして、ぜひ知
っておきたい「介護」の知識をお伝え
します。介護の仕事が担うもの、実
際の業務の種類、必要な資格、取得
したスキルの生かし方を知って、自
分の未来の可能性を広げましょう!
１１月２６日（木）、１０時３０分～１２時、

南区役所で。就職や転職を希望する
１５～３９歳の方と全年齢の女性の方が
対象。無料。先着１０人。
�直接か電話で、さかい JOB ステ
ーション（�０１２０―２４５１０８ �２３８―
４６０５）へ。
※新型コロナウイルスの感染状況に
よっては、中止となることがありま
す。

JOBステーション南サテライト・
就職力アップセミナー

「介護職のホント」「介護職のホント」
～「介護の仕事の将来性」を知って、これからの働き方を考えよう～～「介護の仕事の将来性」を知って、これからの働き方を考えよう～

図書館 Twitter（@sakai
_lib）フォローはこちら
から →
�ブックフェア
�南図書館�（一般）「段取り上手
になろう」、（児童）「１、２、３!
すうじのはなし」
�栂分館�（一般）「ガーデニング
に挑戦!」、（児童）「日本の古典を
味わおう」
�美木多分館�（一般）「歴史散
歩」、（児童）「発見!お仕事特集」
�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�１１月７・１４日、１５～
１５時１５分。
�おはなし会
無料。直接会場へ。

�南図書館�１１月２１・２８日、１５～
１５時１５分。先着９人。
�栂分館�１１月１４日（土）、１１～１１
時１５分。先着９人。
�美木多分館�１１月２２日（日）、１５
時３０～４５分。先着９人。
�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１０時３０～４５分。無料。

申し込みは、１１月３日、１０時から
直接か電話で各館へ。
�南図書館�１１月１８日（水）。先着
９組。
�栂分館�１１月１２日（木）。先着９
組。
�美木多分館�１１月２０日（金）。先
着９組。

南図書館だより
休館日�１１月２・９・１６・３０日、１２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

当日受付。各回１０分前から。
�１０時３０分～ �１１時～
�１３時５０分～ �１４時３０分～
�１５時１０分～

わくわく工作
（先着各８人）

受付中。直接か電話か電子メ
ール（minamito@city.sakai.lg.jp）で
南図書館へ。

１５～１７時
堺歴史文化市民講座 山本
巧次さん講演会（『阪堺電車
１７７号の追憶』の著者）
（先着１５０人）

当日受付。各回１０分前から。�１５～１５時２０分
�１５時３０～５０分おはなし大会（先着各１５人）

当日受付。１０分前から。１４時２０～４０分えほんをたのしむおはなし
会(先着１５人)

１１月４日、１０時から直接か電
話で南図書館（�２９４―０１２３）
へ。

１３時３０～５０分人形劇（先着１５人）

�１１～１１時２０分
�１１時３０～５０分

ぴよぴよおはなしかい
（先着各９組）

１０～１１時３０分
ワークショップ「しりとり
絵本をつくってあそぼ
う！」（講師：画家・絵本作
家Ｈ＠Ｌさん）（先着２０組）

申込時間イベント（定員数）

楽しいイベントがたくさんあります。全て無料。
�南図書館�１１月１５日（日）開催

１１月１８日、１０時から直接か電話で
栂分館（�２９６―００２５）へ。

�１０時３０分～１１時
�１１時５～３５分

絵本をたのしもう！
(先着各９人)

申込時間イベント（定員数）

�栂分館�１１月２８日（土）開催

南図書館おたのしみフェア

日時 １１月９日（月）１８時３０分から
場所 ２０１・２０２会議室
傍聴を希望する方は、開始３０～１０

分前に直接会場へ。先着各５人。議

題は審議事項「豊かな自然・農空間
の活用及び歴史文化の魅力発信につ
いて」「（仮称）次期南区基本計画の策
定について」
�南区役所企画総務課（�２９０―１８００
�２９０―１８１４）

令和２年度第３回
南区区民評議会

泉北ニュータウンの催し
�「DIYのいえ」を利用しませんか

来年、小学校に入学する子どもの
健康診断を下表のとおり行います。
１０月下旬頃に郵送で通知しています

ので、指定日に指定された小学校で
受診してください。通知が届かない
場合は保健給食課へ連絡ください。
�保健給食課（�２２８―７４８９ �２２８―
７２５６）

１１月１７日（火）２９２―０００１若 松 台

１２月４日（金）２９９―００３８桃 山 台１１月１６日（月）２９９―６５７１城 山 台

１２月３日（木）２９１―６０００槇 塚 台１１月１３日（金）２９８―７３００新 檜 尾 台

１２月２日（水）２９０―１１１２は る み

１１月１２日（木）

２９３―３８００泉 北 高 倉

１１月２６日（木）
２９３―５０２８原山ひかり２９７―０７７７竹 城 台

２９１―０３９４三 原 台２９１―１１０４茶 山 台

１１月１９日（木）
２９８―３０３３庭 代 台

１１月１１日（水）

２９７―００２８上 神 谷

２９７―０８２１美 木 多２９８―３０３０赤 坂 台

１１月１８日（水）２３５―００７０竹 城 台 東２９７―０５１５宮 山 台

１１月１７日（火）２９８―７５００御 池 台２９８―３０４５福 泉 中 央

日程電話番号小学校名日程電話番号小学校名

小学校就学前の健康診断

�工事に伴うホール・音楽室・視聴
覚室の利用休止
来年８月まで工事によりホールな

どの利用を休止しています。
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）。講座室、会議室、研修室、料
理室、陶芸室、和室は通常どおり利
用できます。
�文化課（�２２８―７１４３ �２２８―８１７４）

�空き家セミナー・相談会を開催
「空き家相談のコツ」についてのセ
ミナーと空き家相談会を開催しま
す。
１１月２３・２８日、各日１３時３０分よ
り、南区役所２階会議室で直接会場
へ。当日は会場でのセミナー・相談
会に加え、インターネット利用によ
る web 視聴、web 相談を行いま

す。市外にお住まいで南区に空き家
をお持ちの方もオンラインで参加可
能。「web視聴、web 相談」には事
前予約が必要。
�大阪府不動産コンサルティング協
会（�０７２―２９４―３７０８ 電 子

メールsoudan@oreca.
jp）
�同協会か政策企画部先進事業担当
（�２２８―７４８０）

１１月７日（土）に無料ペイントワークショップを開催。
�カザールホーム（�０１２０―４５―８５４０ 電 子

メールchayamadai.diy@gmail.com）かニュータ
ウン地域再生室（�２２８―７５３０ �２２８―６８２４）

大阪府住宅供給公社茶山台団地
（南区茶山台２丁１番 １６棟１０１
号室）

１０～１７時
１１月１・７・８・１４・１５・２１・
２２・２８・２９日
（無料・直接会場へ）

場所時間日時

令和２年（２０２０年）１１月１日南区広報 


