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南消防署 ３月１～７日「春の火災予防運動」を実施します
冬から春へと移り変わるこれから

の季節は、空気が乾燥し風の強い日
が多いことから、火災が発生しやす
くなります。
■【防災豆知識】電気製品
からの火災にご注意を!
取扱説明書の注意書き

を必ず読みましょう。
�電気火災を防ぐポイント
�電気コード�コードを家具などで
踏みつけない、束ねない、引っ張ら
ない、傷があったり銅線がむき出し
であれば使用しない。�トラッキン
グ�コンセントを乾いた布などで掃

除する、使用していないプラグは抜
く。�過電流�たこ足配線はしな
い、消費電力の大きな電気製品は同
時に使用しない。�電気ストーブ�
布団の近くで使用しない、洗濯物を
乾かさない、就寝時は電源を切る。
�古い電気製品�異常な音、振動、
臭い、発熱等の不具合があれば直ち
に使用を中止し、メーカーや販売店
に相談する。
住宅用火災警報器を点検し、継続

的に維持管理しましょう。
�南消防署（�２９９―０１１９ �２９８―
０１１９）

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

〒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

JOBステーション
南サテライト 「職場の会話力」「はじめてのパソコン！」セミナー「職場の会話力」「はじめてのパソコン！」セミナー
会話力アップのセミナーと、ロー

マ字入力・マウス操作はできるけれ
ど、ワードやエクセルのソフトを使
用したことがない方に役立つ就職応
援セミナーを実施します。
�「～あなたも私も心地よく働く～
職場の会話力」セミナー�３月２５日
（木）１３～１５時 �「はじめてのパソ
コン（ワード）」セミナー�３月２６日
（金）１０時３０分～１２時３０分

�「はじめてのパソコン（エクセル）」
セミナー�３月２６日（金）１４～１６時
�～�ともに南区役所で。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３月１０日まで。�先着１２人、
��抽選各１０人。当選連絡は３月１２
日１６時までに当選者にのみ連絡。

緊急事態宣言発出中はおはなし会
など主催行事はすべて中止します。
�ブックフェア
�南図書館�（一般）「防災を考え
る」、（児童）「おいしいね」 �栂分
館�（一般）「心のケア、できてい
ますか？」、（児童）「ぼうけんにで
かけよう!」 �美木多分館�（一
般）「気分は名探偵～ミステリー小
説～」、（児童）「芸術にふれよう」
�おはなし会
無料。直接会場へ。先着各９人。

�南図書館�３月２０・２７日１５～１５
時１５分。�栂分館�３月１３日（土）
１１～１１時１５分。�美木多分館�３
月２０日（祝日）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�３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。
�３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�３月１７日（水）
�栂分館�３月１１日（木）
�美木多分館�３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

の講演と小・中学生対象に初心者
向け体験会を行います。３月２７日
（土）１０～１１時３０分。無料。先着７０
人うち体験は先着２０人。
�３月１０日１０時から直接か電話で
南図書館へ。
�郷土資料展「浜寺物語」
絵はがきや関連図書など図書館

所蔵の資料を展示します（１１月に
中央図書館で展示したものの抜
粋）。３月６～１８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、
『Ｒ帝国』（中村文則／著）です。
３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�３月１・８・１５・２２・２９・３１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

テレワーク等のためのシェアオフィスを無料で利用できます
泉ヶ丘で快適に仕事等ができるシ

ェアオフィスを無料で利用できます
（３月３１日まで）。Wi-Fi 接続可、各
席電源完備、複合機有。

アンケート要協力。

事前予約はこちら →
�南海電気鉄道�都市創
造本部統括部（�０６―６６４４―７０１５）１０～
１７時（月～金曜日〈土・日曜日、祝日
をのぞく〉）

�「DIYのいえ」を利用しませんか

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３月土・日曜日（緊急事態宣言発出中

は中止）

場所時間日時

■受講生募集
�３月募集 文化講座
講座内容など詳しくは同館へ。

�はがきか FAX、直接同館へ。
締め切り３月１０日（必着）。

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行ったうえで、実施します。

３０人１０，０００円４／２、５／７、６／４、７／２、８／６、
９／３ １０：００～１２：００やさしい万葉集

８０人各回
７００円

４／１５、５／２０、６／１７
１０：００～１２：００歴史講座

１５人６，５００円４／８・２２、５／１３・２７、６／１０・２４
１０：００～１２：００書道に親しむ

１５人６，５００円４／１０・２４、５／８・２２、６／１２・２６
１９：００～２１：００書道教室

２０人１０，２００円４／１・１５、５／６・２０、６／３・１７
１０：００～１２：００茶道教室

１５人６，５００円４／９・２３、５／１４・２８、６／１１・２５
１０：００～１２：００小筆かな文字

１０人３，０００円４／２０、５／１８、６／１５
１３：３０～１５：３０絵てがみ（火曜コース）

２０人４，０００円４／２２ １０：００～１１：３０いつもと違う手作りみそ

抽選費用日時講座名

無料・直接会場へ。�カザールホーム（�０１２０―４５―８５４０ 電 子
メールchayamadai.diy@gmail.com）

�泉北レモンフェスタ vol.6を開催
レモンの苗木や泉北レモンの販

売、レモンを使ったお菓子などが楽
しめます。レモンの育て方セミナー
も開催。
３月２８日（日）１０～１４時、いずみが

おか広場（泉ケ丘駅前南
側）で。直接会場へ。
�泉北をつむぐまちとわ
たしプロジェクト「泉北
レモンの街ストーリー」（電 子

メールlemon@sen
boku�lemon.net）

１８歳以上９～２０時泉ヶ丘センタービル５階
（南区茶山台１―２―１）

対象者利用時間所在地

シェアサイクルのポートが増えました
日常の移動に快適・便利な電動ア

シスト付き自転車をレンタルできる
シェアサイクルの実証実験を実施し
ています。今回新たに竹城台、宮山
台近隣センターや桃山学院教育大学
等６カ所にシェアサイクルポート
（専用駐輪場）が増え１８カ所となりま
した。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６ペ
ージ参照。�自転車企画推進課（� ２２８―７６３６ �２２８―０２２０）
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令和３年（２０２１年）３月１日南区広報 


