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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

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）「外国語で書
かれた絵本を楽しもう」、（児童）
「クリスマスの本・冬の本」
�栂分館�（一般）「ヒーローた
ち」、（児童）「クリスマスとお正月
・干支の本」
�美木多分館�（一般）「手紙の
本」、（児童）「クリスマス（１２月２５
日まで）・お正月（１２月２６日から）」
�おはなし会
無料。直接会場へ。
�南図書館�１２月１９・２６日１５～１５
時１５分。先着９人。
�栂分館�１２月１２日（土）１１～１１時
１５分。先着９人。
�美木多分館�１２月５日（土）１５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�１２月５・１２日１５～１５
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。
�１２月３日１０時から直接か電話で
各館へ。
�南図書館�１２月１６日（水）先着９
組。
�栂分館�１２月１０日（木）先着９
組。
�美木多分館�１２月１８日（金）先着
９組。
�堺図書館サポーター倶楽部創立
２０周年記念事業パネル展示
堺図書館サポーター倶楽部の発

足から現在までの活動を紹介しま
す。

活
動
の
様
子

１２月２～１３日、南図書館２階ロ
ビーで。無料。直接会場へ。
�読書会
あらかじめ決められたテーマの

本を読んで、感想などを語り合い
ます。
�泉北読書会�今月は、『壁』（サ
ルトル／著）です。１２月１８日
（金）、１０～１２時、南図書館３階集
会室で。参加を希望される方は同
館へ。

南図書館だより
休館日�１２月１・７・１４・２１・２８日～１月４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

■文化講座 受講生募集
いずれも受講料が必要。講座内容

などは同館へ。

�はがきか FAX、直接で氏名、住
所、電話番号、講座名を１２月１０日
（必着）までに同館へ。

返却ポストは、年内は１２月２７
日１０時まで、年始は１月５日
９時から使用できます。

こちらの講座は新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を実施したうえで、実施します。

８０人先
着各回７００円１／２１、２／１１、３／１８

１０：００～１２：００歴史講座

１２人

抽
選

６，５００円１／９・２３、２／１３・２７、３／１３・２７
１０：００～１２：００朗読「言葉を届けよう」

１２人５，５００円１／７・２１、２／４、３／４・１８
１０：００～１２：００朗読

２０人５，５００円１／１４・２８、２／２５、３／１１・２５
１０：００～１２：００書道に親しむ

１５人６，５００円１／９・２３、２／１３・２７、３／１３・２７
１９：００～２１：００書道

１５人１０，２００円１／７・２１、２／４・１８、３／４・１８
１０：００～１２：００茶道教室

１５人６，５００円１／８・２２、２／１２・２６、３／１２・２６
１０：００～１２：００小筆かな文字

１５人６，０００円１／９・２３、２／１３・２７、３／２０・２７
１５：００～１６：３０子ども書道

２０人７，２００円１／７・２１、２／４・１８、３／４・１８
１９：００～２１：００ウクレレ

１５人３，９００円１２／２６
１１：００～１３：００

お正月用フラワー
アレンジメント

定員費用日時講座名

�「DIYのいえ」を利用しませんか

１２月１２日に無料ワークショップ「みんなで壁にペイントしよう」を開催。
�カザールホーム（�０１２０―４５―８５４０ 電 子

メールchayamadai.diy@gmail.com）

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１２月５・６・１２・１３・１９・２０・

２６・２７日（無料・直接会場へ）

場所時間日時

司司法法書書士士にによよるる休休日日・・夜夜間間無無料料法法律律相相談談会会
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。
日時 １２月５日（土）１３～１６時

１２月１６日（水）１８～２１時
場所 司法書士総合相談センター堺

（堺東駅前）
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�１０～１６時）へ。
�同会堺支部か市民人権総務課（�
２２８―７５７９ �２２８―０３７１）

行行政政書書士士にによよるる休休日日無無料料相相談談会会
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。
日時 １２月１９日（土）１３時３０分～１６時
（受け付けは１５時３０分まで）

場所 栂文化会館 第２講座室（栂・
美木多駅前）
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）

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年度第４回南区区民評議会
日時 １２月１５日（火）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「（仮称）次期南区基本

計画の策定について」「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」
�南区役所企画総務課（�２９０―１８００
�２９０―１８１４）

献血に
ご協力を
１２月１７日（木）１０～１２時、１３～１６時

３０分、南区役所正面玄関前で献血を
行います【写真】。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）

�来たれクリエイター!プロジェク
ト「動画上映会」を開催
団地でルームシェアをしながら活

動するクリエイターたちが「茶山台
としょかん」の様子を動画に収めま
した。ぜひ上映会にお越しくださ

い。当日の様子も後日YouTube で
公開予定。１２月１２日（土）１０～１２時、
茶山台団地１９棟集会所で。直接会場
へ。
�大阪府住宅供給公社（�０６―６２０３―
５５３４）

令和２年（２０２０年）１２月１日南区広報 


