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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

次世代を担う小・中学生に、犯罪
や非行のない明るい社会を築こうと
する「社会を明るくする運動」への理
解を深めてもらうために、作文コン
テストを行いました。審査の結果、
南区から次の３人が受賞しました。
今年度の市の応募作品数は、小学

生の部が８２編、中学生の部が３８編の

合計１２０編でした。市内では、市長
賞をはじめ、１８人が受賞しました。
受賞者の作品は、市ホームページ

でご覧になれます。同運動は、犯罪
や非行をした人たちの立ち直りにつ
いて、みんなで考え、犯罪や非行が
起きない明るい社会をつくるために
全国で行われています。

藤岡 弥孝さん（庭代台中３年）「偏見がもたらすこと」 教育長賞
和佐 葵さん（赤坂台小６年）「勇気」 小学校長会会長賞
八尋 夏実さん（美木多中３年）「心に余裕を持った社会」

更生保護女性会会長賞

�「社会を明るくする運動」堺市推進委員会（堺市社会福祉協議会総務課内
�２３２―５４２０ �２２１―７４０９）か長寿支援課（�２２８―８３４７ �２２８―８９１８）

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 ２月１３・２０・２７日１３～１６時

２月１７日（水）１８～２１時
場所 司法書士総合相談センター堺

（南海高野線 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）

司法書士による休日・夜間無料法律相談会

緊急事態宣言の発出に伴い２月７日（日）まで、おはなし会等主催
行事はすべて中止します

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）「もっと大阪
知ってみいひん？」、（児童）「探検
しよう」 �栂分館�（一般）「大人
の工作」、（児童）「すきすき、にゃ
んちゃん」 �美木多分館�（一
般）「災害に備える」、（児童）「みあ
げてごらん!」
�おはなし会
無料。直接会場へ。先着各９人。

�南図書館�２月２０・２７日１５～１５
時１５分。�栂分館�２月１３日（土）
１１～１１時１５分。�美木多分館�２
月２０日（土）１５時３０～４５分。
�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�２月１３日（土）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１０時３０～４５分。無料。
�２月９日１０時から直接か電話で

各館へ。先着各９組。
�南図書館�２月１７日（水）
�栂分館�２月１１日（祝日）
�美木多分館�２月１９日（金）
�「百人一首『競技かるた』―ちは
やふるの世界」講演＆体験会
競技かるた元名人・岸田諭さん

をお招きして講演やデモンストレ
ーションを行います。また、小・
中学生を対象に初心者向け体験会
も行います。
２月２８日（日）１４～１６時。無料。

先着７０人うち体験は先着２０人。
�いずれも２月９日１０時から直接
か電話で南図書館へ。
�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、「日本の
歴史をよみなおす（全）」（網野善
彦／著）です。２月１９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。

南図書館だより
休館日�２月１・８・１５・２２日、３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

南消防署 カセットこんろを正しく使いましょう!
カセットこんろ・カセ

ットボンベを安心・安全
に使うために、次のこと
に注意してください。

�大きな調理器具を使用しない
ボンベのカバーに

大きな鉄板や鍋など
が少しでも被さる
と、熱の出口がふさ
がれ、ボンベに熱が
伝わってしまいま
す。これを長時間続けると、ボンベ
の内部圧力が異常に高くなり、爆発
する恐れがあります。

�２台以上並べて使用しない
熱がこもりやすく

なり、カセットボン
ベが過熱、爆発する
ことがあります。
�空ボンベを火気に近づけない
空のボンベであっても、火気や熱

源のそばに置かないでください。ボ
ンベ内の圧力が異常に高くなり、爆
発することがあります。カセットボ
ンベは高温になるような場所に置か
ないよう気を付けましょう。
�南消防署（�２９９―０１１９ �２９８―
０１１９）

〒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

�フェスティバル in 栂
サークル作品展示会
絵画・陶芸・水墨画をはじめとす

る１０部門２０サークルの作品を展示し
ます。２月１９～２１日１０時３０分～１６時

３０分（２１日最終日は１５時まで）。入場
無料。直接会場へ。
�堺市立栂文化会館（�２９６―００１５
�２９１―７０８３）

１月１２日から南区役所第１駐車場
は２４時間ご利用いただけるようにな
りました。区役所に用務で来られた
方に対しては１時間無料とさせてい
ただきますので窓口に駐車券を提示
してください。
�駐車台数 １３７台
�駐車料金 平日 ８～１８時は最初
の１時間２００円、以降３０分ごとに１００
円（最大料金設定なし）
１８～翌８時は１時間ごとに１００円

（最大料金５００円）

休日 ８～１８時は最初の１時間
２００円、以降３０分ごとに１００円（最大
料金１，０００円）
１８～翌８時は１時間ごとに１００円

（最大料金５００円）
�高さ制限 ２．２ｍ以上の車両は使
用できませんので第２駐車場（栂文
化会館前）をご利用ください。
�南区役所企画総務課（�２９０―１８００
�２９０―１８１４）

駐車券は忘れず窓口へ

�オンラインでまちかど保健室!
社会医療法人生長会、帝塚山学院

大学、大阪府住宅供給公社による
「まちかど保健室」では、大阪府住宅
供給公社のYouTube チャンネルで
健康になれる動画を公開していま

す。
�動画内容�「ロコモ予
防体操」、「生活習慣病の
特徴を知ろう」
�ニュータウン地域再生室（�２２８―
７５３０ �２２８―６８２４）

集団回収報償金の申請は２月中に
南区内で昨年８月から今年１月に

実施した古紙や衣類などの集団回収
に対する報償金の申請を受け付けま
す。

受付期間は２月１～２６日（土・日
曜日、祝日を除く）。
なお、申請の前に登録が必要とな

ります。申請方法や登録など詳しく
は、南区役所自治推進課（�２９０―
１８０３ �２９０―１８１４）へ。

南区役所第１駐車場をリニューアルオープンしました

「社会を明るくする運動」作文コンテストで
南区から3人が受賞

令和３年（２０２１年）２月１日南区広報 


