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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）「科学道１００
冊」、（児童）「リンドグレーンと北
欧児童文学」
�栂分館�（一般）「宇宙を旅す
る」、（児童）「空をとびたいな」
�美木多分館�（一般）「親しき仲
にも…家族・夫婦・親子の在り
方」、（児童）「外国語絵本」
�おはなし会
無料。直接会場へ。先着各９人。
�南図書館�１月１６・２３・３０日、
１５～１５時１５分。
�栂分館�１月９日（土）、１１～１１
時１５分。
�美木多分館�１月２３日（土）、１５
時３０～４５分。
�新春えほんのおたのしみ会
絵本を楽しんだ後、紙でかんた

んなコマを作ります。
１月９日（土）、①１５～１５時２０

分、②１５時４０分～１６時、南図書館
おはなし室で。無料。
�１月６日、１０時から直接か電話
で南図書館へ。先着各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。
�１月６日、１０時から直接か電話
で各館へ。先着各９組。
�南図書館�１月２０日（水）
�栂分館�１月１４日（木）
�美木多分館�１月１５日（金）
�新春かるた展示
「堺かるた」や「せんぼくこども
かるた」などの郷土かるたを中心
に、いろいろなかるたを展示しま
す。１月５～１７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、『雍正帝』
（宮崎市定／著）です。１月１５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事前に同

館へ問い合わせ。

南図書館だより
休館日�１月１～４・１８・２５日、２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

★返却ポストは１月５日（火）
９時から使用できます（年末
年始の休館中はご利用いただ
けません）。

職場での会話や質問で、どう伝え
たらよいか困ったことはないです
か？コミュニケーションを通して、
職場で心地よく働くための会話力ア
ップのセミナーを開催します。
１月２１日（木）、１０～１２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。
�直接か電話で、さかい JOB ス

テーション（�０１２０―２４５１０８ �２３８―
４６０５）へ。先着１２人。

～生きごみさん講習会～
段ボール箱の中で生ごみを堆肥に!

段ボール箱を使って生ごみの減量
・堆肥化ができる、環境に優しいご
みの処理方法「生きごみさん」の作り
方・育て方を学びます。できた堆肥
は、ガーデニングや家庭菜園などに
利用できます。
講習会参加者には「生きごみさん」

に必要な資材をお渡しします。
１月２０日（水）、１４～１５時３０分、南

区役所で。市内在住の方が対象。無
料。
�はがきか FAX、電子メールで住
所、氏名、電話番号、講習日を書い
て、１月８日（必着）までに資源循環
推進課（〒５９０―００７８ 堺区南瓦町３
番１号 �２２８―７４７９ �２２８―７０６３
電 子
メール shijyun@city. sakai. lg. jp）ヘ。先着１５
人。

JOBステーション南サテライト・
社会人基礎講座

～あなたも私も心地よく働く～
「職場の会話力」

～あなたも私も心地よく働く～
「職場の会話力」

南消防署 １月２６日は「文化財防火デー」
昭和２４年１月２６日、世界最古の木
造建造物である法隆寺の金堂壁画が
焼損するという痛ましい火災を教訓
に、毎年１月２６日を「文化財防火デ
ー」として、全国的に文化財保護運
動が行われます。
南消防署では、南区の文化財建造

物に対して査察を行い、関係者の防
火意識の高揚に努めます。貴重な南
区の財産である文化財を後世に残す
ため、みなさまのご理解・ご協力を
お願いします。
�南消防署（�２９９―０１１９ �２９８―
０１１９）

�「DIYのいえ」を利用しませんか

�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１月１６・１７・２３・２４・３０・３１日

（無料・直接会場へ）

場所時間日時

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

新成人のみなさま、成人おめでとうございます。
二十歳を迎えたみなさまの前途をお祝いいたします。
新成人のみなさま、成人おめでとうございます。

二十歳を迎えたみなさまの前途をお祝いいたします。
１月１１日（祝日）、ビッグ・アイ

（泉ケ丘駅前）で開催を予定してい
る堺市成人式（南区）は、新型コロ
ナウイルスの感染拡大により式典
を中止する可能性があります。最
新の情報は市ホームページでご確
認ください。
なお、式典の開催の有無に関わ

らず、堺市成人式動画を当日に配
信します。動画の視聴方法につい
ては、１１月下旬に対象となる新成
人のみなさま宛てに送付している
案内はがきに掲載しています。

�堺市南区成人式実行委
員会事務局（南区役所自
治推進課内 �２９０―１８０３
�２９０―１８１４）

１月９日（土）は、電気設備点検に
伴う停電のため、終日庁舎内への立
ち入りができません。庁舎内のトイ
レも断水します。なお、戸籍関係の

届出については、休日・時間外窓口
で受け付けます。
�南区役所企画総務課（�２９０―１８００
�２９０―１８１４）

南区役所庁舎停電のお知らせ

～大学生のオンライン授業もご利用いただけます～
南区役所テレワークオフィス

南区役所では３階企画総務課横に
「南区テレワークオフィス」を開設し
ています。利用スペースは、個別ブ
ース２席、オープンブース３席。利
用の際は、パソコン、タブレットな
どの持ち込みが必要。南区在住・在
勤・在学（高校生以下を除く）の方が
対象。大学生の学習支援として、オ
ンライン授業にも利用いただけま
す。
利用時間 月～金曜日（土・日曜
日、祝日、１２月２９日～１月３日を除
く）の１日（９～１７時）、午前（９～１２
時）、午後（１３～１７時）のいずれか。

�利用する１週間前の９時～前日１２
時に予約サイトで。無料。
�南区役所企画総務課
（�２９０―１８００ �２９０―
１８１４）

テレワークオフィス内写真

昨年の様子

堺市成人式
ホームページ

令和３年（２０２１年）１月１日南区広報 


