


　早いもので今年も1年が過ぎようとしています。長引く新型コロナ
ウイルス感染症の影響により、市民の皆様にはとても窮屈な生活をお
願いしてきました。ワクチン接種も順調に進み、現在の感染状況は一
時期に比べると大幅に減少しています。あらためてこれまでの市民の
皆さまのご理解とご協力に感謝申し上げます。
　現在の感染が落ち着いている状況で、悩みを抱えている方を一人で
も少なくしたいとの思いで12月から「新型コロナ・生活相談コンシ
ェルジュ」を立ち上げます。どこに相談していいか分からない、ご相
談内容が多岐にわたるなど、コロナ禍での市民の皆様のお困りごとに
対応する総合的な窓口です。ぜひ遠慮なくご利用ください。
　ワクチン接種については、市民の皆様の命を守るために、堺市とし
て迅速な接種に向けて全身全霊を注いできました。多くの方々のご協

力のおかげで、対象となる12歳以上の2回接種率は8割を超えていま
す。12月からは3回目の接種をまずは医療従事者等の皆様を対象に始
めます。こちらも対象となる皆様に早期に接種していただけるよう
に最善を尽くします。
　また、堺市では感染症対策と同時にウィズ
コロナ・アフターコロナを見据えた挑戦も
行っており、今月号でも市内のイベントや
行事をご紹介しています。感染の急拡大を
防ぎ、社会・経済活動への影響を極力抑え
ることが大切です。感染拡大防止の取組に
ご協力いただきながら、充実した令和3年最
後の月をお過ごしいただけますと幸いです。

新たにワクチン接種対象年齢の満12歳になった方など、1回目
や2回目の接種を終了していない方は、集団接種会場で接種を受
けることができます。
LINE、市ホームページ、コールセンターでご予約ください。

接種券などを、2回目の接種完了からおおむね
8カ月経過する前月に住民票の住所に送付します。
なお会場は、個別接種会場（身近な医療機関など）となる予定です。
詳細が決まり次第、広報さかいや市ホームページなどでお知らせ
します。

新型コロナワクチン  追加接種を開始

対象者に接種券を順次送付
今年4月末までに
2回目の接種を完了した方

今年5月末以降に
2回目の接種を完了した方

接種券などを住民票の住所へお送りしました。
●勤務先で接種を受けられる医療従事者
　勤務先の医療機関（市外も可）で接種を受けてください。
　※接種の受付方法など、詳しくは勤務先の医療機関にお問い合わせ
　ください。
●その他の方
　集団接種会場（医療機関）で接種を行います。接種券が届いたら、
　LINE、市ホームページ、コールセンターでご予約ください。

接種券の発行申請が必要な方

次の方は、市で2回の接種記録が確認できないため申請が必要です。
詳しくは右記コールセンターか市ホームページ（QRコード）へ。

・２回接種完了後に堺市へ転入した方
・海外で接種した方
・製薬メーカーの治験で接種した方　など

堺区集団接種会場を移転

市役所高層館21階の接種会場は、12月5日までとなります。

堺タカシマヤ5階（堺東駅直結）

1回目・2回目のワクチン接種も継続中

新 会 場

12月11日から接種開始

対  象
2回のワクチン接種が完了してから原則8カ月以上
経過した18歳以上の市民の方

接種開始日　12月1日（水）

接 種 回 数 　1回接種

接種ワクチン　ファイザー社ワクチン
※今後、他社製ワクチンが追加される可能性があります。 ※7月以降に2回目の接種が完了した方について、決まり次第、お知らせします。

おおまかな接種スケジュール
2回目のワクチン接種を終了日から、おおむね8カ月経過する前月

最新情報や接種予約はこちらから

新型コロナワクチン接種コールセンター

☎ 0570-048-567（ナビダイヤル〈有料〉）
9：00～17：30

（土・日曜日、祝休日も開設※12/29～1/3を除く）
※IP電話からおかけの場合は 072-256-4140

ライン ホーム
ページ

2回目の接種が完了した月 接種券の送付 接種が可能となる月

3･4月 11月18日 12月以降

5月 12月中 1月以降

6月 1月中 2月以降

市では、接種対象者全体の2回目接種率が約8割に達しました。
12月1日から、新型コロナワクチンを2回接種した方を対象に、追加接種（3回
目接種）を実施します。4月末までに接種完了した方（主に医療従事者の方）か
ら接種を行い、順次接種券を送付します。

令和3年11月24日時点
12歳以上（対象者全体） 65歳以上

80.8% 93.9%
2 回目
接種率
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堺市長



☎228-0239　℻222-9876新型コロナ受診相談センター

給付金 締切 問い合わせ

第9期営業時間短縮協力金 12月13日 府協力金コールセンター(☎06-7178-1342)

月次支援金 来年1月7日 事務局相談窓口(      0120-211-240)

大阪府一時支援金 12月24日 府支援金コールセンター
(☎06-6654-3314/06-6654-3376)

対　象
給付額

対象
品目

申請期間

対　象
給付額

対象
品目

申請期間

冬場は新型コロナウイルスに加え、季節性インフルエンザの流行が心配されます。こまめな手洗い・手指消毒や正しいマスクの着用、
３密の回避など、気を緩めることなく感染予防を継続しましょう。また、冬場は意識的に換気・加湿を行いましょう。

インフルエンザの予防接種も忘れずに

市が行う高齢の方向けインフルエンザの予防接種
は 1月 31日までです（15ページに関連記事）。
新型コロナウイルスのワ
クチン接種日と 13 日以上
間隔を空ける必要があり
ますので、希望される方
は早めに接種の予定を立
てましょう。

経済面などさまざまなお困りごと
を抱える方に、コロナ禍を安心し
て過ごしていただくため、相談窓
口を開設します。生活相談コンシェ
ルジュがお困りごとに寄り添い、
行政支援を円滑に利用できるよう
サポートします。

受診前には必ずお電話を
他の患者さんや医療従事者を感染から守るため、医療機関では、診療時
間や空間を分けるなどの感染対策を行っています。
直接受診せず事前に電話・FAXで確認してから受診しましょう。
相談・受診する医療機関が見つからない場合は、下記にご相談ください。

引き続き　感染予防の徹底を

コロナ関連支援

お困りの方はご相談ください　「新型コロナ・生活相談コンシェルジュ」

飲食店利用の際も感染予防を意識して楽しみましょう

✓  感染対策を実施している店の利用
　  （店側から求められる感染防止策にも協力）
✓  少人数・短時間（2時間程度）での利用
✓  混雑する曜日や時間帯を避ける
✓  会話の時にはマスクを着用する「マスク会食」の徹底

✓  箸（はし）やコップなどの共用（使い回し）はしない
✓  発熱など体調がすぐれない場合は会食に参加しない
✓  こまめな手洗い、手指消毒の徹底
　  （入店時やトイレの利用時など）

その他の支援も紹介しています

堺市　新型コロナウイルス関連特設ページ

開　設 12月1～28日・1月4～31日
（土日祝を除く）13～17時

方　法
電話・ファクス
（☎340-3147・℻228-7853）か
直接、市役所高層館2階の特設窓口へ

お困りごとをお聞きして
適切な支援につなげます

事業者の感染対策に向けた整備・機器購入を支援

ホテルの無人チェックインシステム導入
市内に事業所があるホテル事業者
整備費用の5分の4まで（上限100万円）
12月1日～1月31日
●無人チェックイン・チェックアウトシステム
●スマートロックシステム　など

市内に事業所がある飲食店など
整備費用の10分の9まで（上限10万円）
12月1日～1月31日
●セルフ・モバイルオーダーシステム
●無線LAN
●多言語翻訳機器　など

申請方法など、12月1日に公開する市ホームページ（QRコード）をご確認ください。
観光推進課（☎228-7493　℻228-7342）

売上減少による支援金・協力金
申請はお早めに

詳しくは市ホームページへ⇒

発熱などの風邪症状がある場合
かかりつけ医などの身近な医療機関に相談を

飲食店のデジタル技術導入

相談内容 生活費・仕事・子育て・就学・進学など
その他、生活上のさまざまな困りごと

会話の時には
マスクを忘れずに

市ホームページでも
ご案内しています⇒
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問

コロナ禍でお困りごとを抱え、
どこに相談したらいいか分か
らない方

お気軽に
ご相談ください!

生活相談コンシェルジュ





市内企業約2万4,000社が、自社情報を発信し、他の市内企業を知り、つながるきっかけにで
きる法人企業データポータルサイト「さかしる」が完成しました。
WEBサイトがない企業も、自社サイト代わりに無料で活用できるほか、
行政の支援情報を受け取ることもできます。

◎12月から市内企業(市内の法人登記住所宛)に
招待カードを順次郵送します。カードのQR
コードから簡単に自社情報を入力できます。

◎窓　口　マイナンバーカードの交付と返戻された通知カードの受け取り
◎日　時　12月26日(日)9 ～ 12時
◎場　所　区役所市民課
◎対　象　マイナンバーカードの受け取りは
　　　　　交付通知書が届いた方
◎持　物　交付通知書、通知カード、本人確認書類

◎公的な本人確認
書類として利用
できます。

◎e-Taxなどオンラ
インでの行政手
続き(確定申告
など)を利用でき
ます。

◎「印鑑登録証明書」「住民票の写し」「戸籍の全部事項証明書・個人事項
証明書」「市民税・府民税(所得・課税)証明書」が、近くのコンビニで取得
できます。

◎健康保険証としての利用も始まっています。「マイナ受付」のステッ
カー・ポスターのある医療機関・薬局で使えます。

◎顔写真が付いているので、他人がなりすまして使
うことができません。

◎カード自体には、税や年金などのプライバシー性
の高い個人情報は記録されていません。

◎紛失や盗難時は 24 時間 365日専用ダイヤル
　(　　0120-95-0178)で、カードの一時利用停止ができます。

区役所市民課 (☎℻区版1ページ)

「さかしる」お問い合わせセンター
(☎276-6656〈12月1日から開設〉)

「さかしる」
を見てみよう 

堺市マイナンバーカード普及促進センターで
申請しませんか

◎日　時　月～土曜日9時30分～17時30分
　　　　　(木曜日は19時30分まで)
　　　　　最終受付は終了時間の30分前。
◎場　所　堺タカシマヤ(堺東駅前)9階
■出張申請受付（下QRコード）もご利用ください。

■堺市マイナンバー普及促進センター（上QRコード）

◎日　時　12月17～20日10～16時45分
◎場　所　光明池サンピア(南区鴨谷台2丁2-1）
　　　　　3階イベントホール

◎持　物

◎予　約

本人確認書類2点(運転免許証と健康保険証など)と
通知カード(ない場合は写真付きの本人確認書類が必要)
堺市マイナンバーカード普及促進センター 
☎072-600-0181

こちらからも申請できます ➡

問

写真撮影無料!出来上がった
マイナンバーカードは郵送で
お届けします。

12月1日からプレゼント!
同センターで申請された方(先着
3,000人)に、クリアファイルか
切り抜きシール。
また、同センターか出張申請会場で申請の
15歳未満(希望者のみ。なくなり次第終了)の
方に、カードケースに入れて郵送。

◎対　象　市に住民登録があり、次の全てに該当する方
　▷申請者本人が必要書類を持参できる方
　　(15歳未満の方か、成年被後見人は、法定代理人の同行が必要)
　▷初めてマイナンバーカードの交付申請をする方
　　(再交付申請の受け付けはできません)

送付するカードのイメージ

総務省のTVCMにご出演の佐々木蔵之介さん、田中みな実さん、黒柳徹子さん

市政トピックス

◉市内企業が集まるポータルサイト完成! 堺の会社を知る・調べる「さかしる」

◉マイナンバーカード 区役所に休日交付窓口◉区役所に休日交付窓口
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こんなに安全!

令和3年度上半期（今年9月末現在）の予算の執行状況がまとまり
ました（前年度からの繰越しを含む）。一般会計の予算執行状況は、
歳入が執行率43.4%、歳出が執行率35.1％となっています。
　　財政課(☎228-7471 ℻228-7856)、公営企業会計については
上下水道局事業サポート課(☎250-9134  ℻250-9146)

一般会計

市税 1,459億9,700万円
905億8,900万円(62.0%)

国庫支出金 1,169億4,600万円
460億6,000万円(39.4%)

市債 559億8,400万円
０円(0.0%)

地方交付税 280億5,800万円
255億2,300万円(91.0%)

府支出金 251億7,400万円
27億  900万円(10.8%)

その他 664億7,800万円
254億5,900万円(38.3%)

予 算 額
収入済額
支出済額

4,386億3,700万円
1,903億4,000万円
1,538億1,900万円

（執行率43.4％）
（執行率35.1％）

一時借入金なし

数字上段：予算額
数字下段：執行額(執行率)

収　入

民生費 1,890億1,300万円
722億2,700万円(38.2%)

教育費 665億4,900万円
278億9,000万円(41.9%)

土木費 476億0,400万円
183億1,900万円(38.5%)

総務費 364億5,400万円
139億5,600万円(38.3%)

衛生費 368億1,100万円
143億2,300万円(38.9%)

その他 622億0,600万円
71億0,400万円(11.4%)

支　出

特 別 会 計

都 　 市 　 開 　 発 　 資 　 金 ０円 ０円 ０円
国　民　健　康　保　険　事　業 895億8,000万円 336億5,900万円 356億2,500万円
公 共 用 地 先 行 取 得 事 業 71億4,300万円 ０円 8億4,200万円
母子父子寡婦福祉資金貸付事業 3億9,700万円 2億6,000万円 6,900万円
介 　 護 　 保 　 険 　 事 　 業 807億4,700万円 358億4,100万円 347億8,900万円
公　　　債　　　管　　　理 578億4,800万円 8,600万円 158億1,600万円
後 期 高 齢 者 医 療 事 業 141億6,500万円 47億3,400万円 43億5,600万円

会   計   名 予算額 収入済額 支出済額

公 営 企 業 会 計

市 債の現 在 高

水道事業 85億7,100万円 51億2,700万円 2億4,100万円
75億3,900万円 107億1,000万円 21億4,300万円

下水道事業 184億8,500万円 275億5,600万円 5億9,100万円

収入
支出
収入
支出 124億7,800万円 400億6,600万円 121億9,100万円

会   計   名

175億 800万円
163億1,200万円
294億2,000万円
272億3,100万円

資本的収支収益的収支
執行額予算額

5,144億9,400万円
49億1,000万円

5,194億0,400万円
341億9,100万円

金  額
(令和３年９月末現在)

(令和３年９月末現在) 土地
建物（延べ面積）

基金、貸付金など

11,626,481㎡

2,194,248㎡

1,447億2,655万円

会 計 名
一 般 会 計
特 別 会 計

合  計

2,330億5,000万円
水 道 事 業公営企業

会計 下水道事業

予算額 執行額

◉そろそろ、あなたもマイナンバーカード! ２人に１人の市民の皆さんが申請しています

◉令和3年度上半期予算執行状況まとまる

こんなに便利!

問

問

一時借入金の
現在高 (令和２年度末現在)

財産の現在高
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◉堺に広がるSDGsアクション 「余り紙で創る 住み続けたいまち」
SDGsとは、Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）の略で、地球に住み続けるため
の世界共通の目標のことです。この目標に取り組む「さかいSDGs推進プラットフォーム」の会員の企業・
団体をシリーズで紹介します。今回は会員同士がつながり、共に新たな価値を生み出した取組を紹介し
ます。　SDGs推進プラットフォーム専用ダイヤル(☎340-2179)

株式会社羽車 登美丘西こども園

問

◉思いやりのある買い物で変わる世界 「エシカル消費」をご紹介

人や社会、環境、地域に配慮したものやサービスを選んで消費することです。
何を買うのが正解というものではなく、何も考えず大量に買い物をしたり、
簡単に捨ててしまったりせず、買い物がどのような影響を与えるのかを、
一度考えてから行動することが大切です。

エシカル(倫理的)消費って何？

私たちが買い物で手に入れるものは、どこかで
誰かが作り、運んできてくれたものです。
普段意識しない商品の向こう側では、社会や環境
に負担を与える生産や廃棄が行われていること
があります。
私たちの買い物が、食品ロスの問題や地球温暖
化などの環境問題、途上国の貧困や児童労働な
どの社会的課題と深く関わっています。
人や社会、環境に優しいものが選ばれれば、企業は人や社会、環境に優し
い商品やサービスの提供を拡大します。
地元のもの、被災地のものが選ばれれば、
地域活性化や被災地復興の応援になります。
     SDGs推進プラットフォーム専用ダイヤル(☎340-2179)か
　 資源循環推進課(☎228-7479  ℻228-7063)

お買い物で世界をより良くしませんか

問

人や社会に配慮した消費
・
・
・

フェアトレード（※）商品の購入
福祉作業所などで作られた商品の購入
寄附付き商品の購入

・
・
・
・

地域に配慮した消費
地産地消
地元のお店や商店街での買い物
被災地商品の購入
伝統を大切にした商品の購入

・
・
・
・

環境に配慮した消費
エコ商品やリサイクル商品などの購入
資源保護の認証がある商品の購入
ごみを減らす
自然エネルギーの利用

（
絵
・
岡
重
さ
ん
）

株式会社羽車は、森林認証紙や再生紙などの素材を使い、自社工場
の電力も100%再生可能エネルギーに転換し、環境に配慮した紙製
品を作っています。こども園では「ものを捨てる前に、もったいなくな
いかな？まだ使えるかな？と思ってほしい」と説明後、余り紙を提供
されました。子どもたちが作っている姿を見て「余り紙がこんなに喜
ばれて使ってもらえたことがうれしく、この取組を継続したい」と話
されていました。

製造過程で発生する余り紙を有効活用したい
子どもたちに自由な発想で使ってもらいたい

子どもたちの将来のために皆が幸せに 
住み続けることができるよう一緒に考えたい

登美丘西こども園は、自然の生態系が見られるビオトープや菜園、野
菜くずから肥料を作るコンポストを園庭に作っています。食べること
は命をいただくことであり、食卓に上がるまでに色々な人が関わって
いることを、自らの体験をとおして教育しています。余り紙が捨てられ
てしまうことについて園児からは「もったいない」「木がかわいそう」と
いう声があがりました。提供を受けた余り紙は、園児たちの創造力に
より「住み続けたいまち」に生まれ変わりました。

登美丘西こども園の先生たち羽車の皆さん

感謝の手紙をもらい
余り紙が捨てられない宝物に

なりました

将来、住みよい地球で
あるためにも環境や人にやさしく

育ってもらいたいです

※開発途上国の原料や製品を適正な価格で継続的に取引し、貧困地域の労働者の生活向上をめざす取組

エコマーク

FSCⓇ森林認証
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12月29日～1月3日は、市の業務を休みます。
年末年始のお問い合わせは☎233-2800へ。
各施設では年末年始の休みが異なります。各
施設へお問い合わせください。

道路上で水漏れや公共下水道の詰まりを見つ
けた場合は、上下水道局お客様センター
（ナビダイヤル0570-02-1132　☎251-1132　
℻252-4132）へ。24時間対応。年中無休。

12月29日～1月3日（終日）、機器の保守作業な
どのため、区役所に設置の証明書自動交付機
と証明書コンビニ交付サービスを休止します。
　 区役所市民課 (☎℻区版1ページ）か
　 戸籍住民課(☎228-7739　℻228-0371）

●市の業務　年末は28日(火)まで

●道路上の水漏れなど

▷外来診療＝12月29日～1月3日は休診

救急診療・発熱外来を受診する場合は、必ず事前に連絡してください。　
 　 堺市立総合医療センター(☎272‒1199　℻272‒9911)

▷救急診療＝全日20～翌日8時まで診療
▷発熱外来＝全日完全予約制

●堺市立総合医療センター

１月８日(土)は電気設備点検のため、市役所本
庁舎内(堺区役所・堺保健センター含む)への
立ち入りができません。
そのため、高層館21階展望ロビー、市民駐車場・
市民駐輪場も1月8日(土)休みます。
また、堺市営住宅管理センター（☎228-8225
℻228-8223）は1月8～10日休みます。
なお、戸籍の届け出は休日・時間外受付で取り
扱います。
 　 総務課(☎228-7010　℻222-0536)

  斎場(☎228-0167　℻222-8333)

●１月８日(土)　本庁舎を休業

●斎場は1月１日(土)休み●証明書自動交付機
　証明書コンビニ交付サービスを休止

戸籍の届け出の受け付けや死体(胎)埋火葬許
可証の発行は、市役所本館東玄関の休日・時間
外受付、区役所の警備員室で休み中も終日実
施します。
    総務課(☎228-7010　℻222-0536)か
　  区役所企画総務課(堺区役所を除く）か
　  南区役所総務課(☎℻区版1ページ)

年内の引き取りの電話受付は12月31日(金)15
時30分まで、年始は1月4日(火)から。
なお、市役所への持ち込みは、年末年始も8時
30分～21時、受け付けます。
車で来庁の方は市役所立体駐車場入口警備員、
車以外で来庁の方は同駐車場1階警備員へお
声かけください。
    環境業務課(☎228-7429　℻229-4454)

●戸籍の届け出などは受け付け

●亡くなった犬や猫などの
　小動物の受付

　  環境業務課（☎228-7429〈し尿については☎228-7428〉　℻229-4454)へ。
※粗大ごみの収集については、環境事業所（☎273-2672　℻273-2674）、東・臨海工場への持ち込みは
　クリーンセンター管理課（☎252-0815　℻251-9646）へ。

その他

※１月１～３日に収集が当たっている地域の代替収集は
　行いません。

　 　  粗大ごみ受付センターへ
受け付けは月～金曜日、9：00～17：00
固定電話からは　　0120-00-8400
携帯・IP電話からは　☎06-6485-5048
※インターネットからは年末年始休みなく申し込み可。
詳しくは市ホームページ参照。

　 　  環境業務課（☎228-7429　℻229-4454）へ

※12・１月は収集日・時間に若干の変更があります。

受け付けは 11：30～16：30（29～31日は 8：30～16：30）

受け付けは 8：30～16：30

年始

４
日
（火）
か
ら

年　末

31日（金）まで

28日（火）まで

28日（火）まで

31日（金）まで

28日（火）まで

29日（水）まで

28日（火）まで

31日（金）まで

31日（金）まで

生活ごみ、缶・びん、プラスチック製容器包装、
ペットボトル、小型金属

粗大ごみ（有料）　
※年内収集をご希望の方は、電話・インターネット
　ともに17日（金）17：00までに申込みしてください。

臨時ごみ(有料)（引っ越しなどで出るごみの処理）
※年内収集の受け付けは21日（火）まで

継続ごみ（有料）（毎日収集）

汚泥（溝清掃に伴うもの）
※年内収集の受け付けは24日（金）まで

し尿(継続収集)

し尿(臨時収集)
※年内収集の受け付けは24日（金）まで

東工場への持ち込み(有料)

臨海工場への持ち込み(有料)

受付時間（休日夜間） 受付時間（12/30～1/4）

▶けがややけどなどの診療はできません ▶健康保険証や医療証をお持ちください
▶市内の救急病院は、市ホームページかくらしのガイドブック参照

施設名診療科

歯科

休日夜間・年末年始の急病診療 病院に行くべきか迷った時は

▶土曜日　 ： ～ ：
▶日曜日・祝休日　 ： ～ ：
　 ： ～ ： 　 ： ～ ：

▶土曜日　 ： ～ ：
▶日曜日・祝休日　 ： ～ ：
　 ： ～ ：

小児科
（中学生以下）

内科
（中学生以下は堺
市こども急病
診療センターへ）

堺市こども急病診療センター
（西区家原寺町１丁１ 2）
※受診前に必ずお電話を
☎ ℻

▶月～金曜日　 ： ～翌日 ：
▶土曜日　 ： ～翌日 ：
▶日曜日・祝休日　 ： ～ ：
　 ： ～ ： 　 ： ～翌日 ：

堺市泉北急病診療センター
（南区竹城台１丁８１）
※受診前に必ずお電話を
☎ 　℻

堺市口腔保健センター
（堺区大仙中町1８ 3 ）
※受診前に必ずお電話を
☎ 　℻

症状の緊急性を
確認できる
全国版救急
受診ガイド

救急車を呼ぶか迷ったら
救急安心センターおおさか
＃７１１９ 携帯電話・プッシュ回線

☎

夜間の子どもの急病時は
小児救急電話相談

＃８０００ 携帯電話・NTTプッシュ回線
☎ 　 ： ～翌日 ：

たばこや医薬品の
急性中毒は
中毒１1０番

☎

診療中の病院を
探すには
府医療機関
情報システム

どの病院に行くか迷ったら
府救急医療情報センター
☎

いずれも年中無休

年末年始のごみ・し尿などの収集・受付日

問

問

問
問

問

問

9：30～11：00、
12：45～16：30
(堺市こども急病
診療センターは
17：30～翌日4：30も)

「さんあ～る」アプリで
ごみの分別確認

アプリ画面

予約制の歯科診療 一般の診療所で受診困難な方が対象

問

申込

iPhone Android

ごみ分別アプリ「さんあ～る」
では、ごみの分別とごみ収集
日、ごみに関する情報などを
確認できます。下のQRコード
からダウンロードできます。

申込

　  環境業務課（☎228-7429　℻229-4454)へ問
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◉年末年始のお知らせ

障害者歯科診療所 ☎   ℻
▶火・木曜日  ： ～ ：

重度障害者歯科診療所 
☎   ℻
▶月～金曜日  ： ～ ： 、

： ～ ：

在宅等訪問歯科診療
　在宅歯科ケアステーション 

　狭山美原歯科医師会事務局
 
☎   ℻
▶月～金曜日  ： ～ ： 、

： ～ ：
☎   ℻
▶月・水・金曜日  ： ～ ：

▲

堺市の推計人口　821,288人（－596） ／ 世帯数　367,461世帯（－188） ※令和3年11月1日現在（前月比）　詳しくは市ホームページ参照

来年も
「広報さかい」は
皆さんのお役に
立てるよう
トラい！します

今年モォ～
お世話に
なりました



火事　　あなたの命と財産を守るために

12月は日没が早くなり、夕暮れ時や夜間に交通
事故が多発する傾向にあります。歩行者は反射材
や明るい色の服を着て、ドライバーに自分の存在
を知らせましょう。車や自転車も早めにライトを
つけ、自車の存在を周囲に知らせましょう。

電話がきっかけの詐欺被害が後を絶ちません。「自分はだまされない」と思って
いる方が被害に遭っていますのでご注意ください。また、離れて暮らす高齢の家
族がいれば、だまされないようにこまめにコミュニケーションをとりましょう。

事故　　早くなる日没や気の緩みに要注意！

詐欺　　電話でお金の話は疑って！

地域の防犯活動を応援するため、定期的にパトロールを行う団体に、
パトロール用品(右写真で職員が着用)などをお渡ししています。
対象となる団体や要件などは、市ホームページ(QRコード)参照
　 区役所自治推進課(☎℻区版1ページ)か市民協働課(☎228-7405　℻228-0371)

自主防犯パトロール活動を応援！

夕暮れ時　あなたを守る　反射材

年末は飲酒の機会が増え交通量も増加するなど交通
事故が起こりやすくなります。｢飲んだら乗るな、乗る
なら飲むな｣を徹底し、飲酒運転を根絶しましょう。

飲む前に　ハンドルキーパー　決めたかな

　 市民協働課 (☎228-7405　℻228-0371) か警察署

　 予防査察課 (☎238-6005　℻228-8161)

12月 24 ～ 31日の「歳末火災予防運動」の
期間中、消防車で夜間パトロールなどを実施
します。
年末は、放火による火災（疑い含む）が増加
傾向です。
人目のつかない場所で燃えやすいものに火を
つけられる放火から身を守るため「放火させ
ない・されない」環境をつくりましょう。

ATMで還付金は返ってきません！
役所などをかたり信頼させておいて、
誰にも相談させないようにしています。
警察や役所はいつでも皆さんの味方です。
気軽に相談してください。

ちょっと待ってください！
自宅のポストにキャッシュカードと通帳を入れて
おくように指示する電話は詐欺です！
不審な電話があれば、落ち着くために一旦電話を
切りましょう。そして、周囲の信頼できる人に
相談しましょう。

市民協働課職員

堺警察署署員

「自分は大丈夫」と思っている方ご用心！　火事・事故・詐欺

警察署の電話番号

堺  　☎223-1234 北堺  ☎250-1234 西堺  ☎274-1234

中堺  ☎242-1234 南堺  ☎291-1234 黒山  ☎362-1234

消防職員の市民を守りたいという思いや決意を「一輪
の花」とともに描きました。最後に出来上がった花束
は、あなたにどのように映りますか。    

「凛とし彩る者たち」 動画公開

｢交通事故をなくす運動｣堺市推進協議会
(自転車企画推進課内☎228-7636　℻228-0220)

問

問

問

地域の皆さんと警察・
市役所が一緒になって、
安全・安心なまちを
めざしましょう！

問

詳しくはこちら ➡

動画はこちら

黒っぽい
服装

夜間の車から
歩行者が
見える距離

明るい
服装

反射材
着用

約26m 約38m 約57m

皆さんが犯罪被害に遭わないよう街頭で警戒活動を強化します。
自動車関連の犯罪や、子ども・女性を狙った犯罪、交通事故にも気をつけましょう。12月1日～31日  歳末警戒

防火、防災、消防がテーマの
写真を募集中

▲ ▲ ▲

銀行から「キャッシュカードが不正利用されている」と電話があった。
口座を止めて返金手続の必要があるみたいだ。
家のポストにキャッシュカードと通帳を入れておけば、
銀行が取りに来て、手続きをしてくれるみたいだ。

市の職員を名乗る人から、医療費の還付金があり
ATMで手続きができますと電話がありました。
すぐに手続きしないといけないのかしら。
身寄りがなく相談できるところもないし…。
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家のまわりに燃えやすいものを置かない

空き家、物置には鍵をかける

車やバイクには、防炎カバーをかける

建物のまわりは、照明で明るくする

ゴミは指定の収集日に出す

放火を防ぐポイント



バランスの良い食事や適度な運動などの日々の健康的な生活が元気な心身をもたらします。運動不足になりがちな寒い時期こそ、生活習慣を見
直してみませんか。健康習慣づくりに役立つおおさか健活マイレージ「アスマイル」では、お得なポイントを貯めながら、楽しんで健康的な生
活を意識することができます。
　  おおさか健活マイレージアスマイル事務局（☎06-6131-5804　℻06-6452-5266）か健康医療推進課 (☎222-9936　℻228-7943)

気軽に健康向上
ウォーキングを習慣に！

いいこといっぱい！
自主活動グループ

特別なことは必要ありません。
普段の生活を記録するだけでポイントが貯まりま
す。市内在住の方向けに期間限定でポイントアップ
と抽選で特典が当たるキャンペーンを実施中です。

通常ポイントに加えて
期間限定！堺市ポイント付与キャンペーン

1日につき
20ポイント

さらに

1回につき
500ポイント

18 歳以上の府民が参加できる健康をサポートするアプリです。
体重・睡眠時間・血圧・脈拍・歩数などを記録し、いつでも確認で
きます。また、日々の健康活動の記録で、抽選に参加するポイント
が貯まります。健康コラムやイベント情報などもご覧になれます。

①アプリをQRコードから
　ダウンロード
②メールアドレスを登録
③本人確認書類を登録

0

10

20

30

40

50

60

BMI 空腹時血糖 HbA1c 中性脂肪 HDL

増加 維持・減少

月5,000ポイント以上
で抽選に参加可能。
抽選日は翌月6日

1,000ポイント以上
で抽選に参加可能。
抽選日は毎週火曜日

コーヒーやスムージー
と交換できるクーポン
が当たります。

電子マネーやQUOカード
などが当たります。

スマートウォッチ
…抽選6人
QUOカードPay（300円分）
…抽選160人

特定健診や
人間ドックの受診で

相当の電子マネーなど
必ずプレゼント3,000円

来年2月19日まで
1,500ポイント以上で
参加可能。
抽選エントリーは2月
20日まで

堺市　人間ドック

該

当

者

割

合

(％)

HbA1c…糖尿病である可能性があるかどうかを判別する数値
HDL…善玉コレステロール

健康に
過ごそう

南区民を対象に、「運動習慣
見える化事業」の実証実験を
行った結果、ウォーキングは
社会生活機能の維持・増進す
るうえで効果的である結果
が出ました（グラフ参照）。
歩数を増やして健康寿命を
延ばし、がん・循環器疾患な
どの生活習慣病を予防しま
せんか！

市内には、地域で健康づくりに取り
組むさまざまなグループがありま
す。グループでは、運動や学習だけ
でなく、仲間との出会いや交流を大
切にして活動しています。
自分に合ったグループを見つけて、
楽しみながら健康的に活動してみ
ませんか！
グループについて詳しくは、市ホームページや保健センター
（☎℻区版 1ページ）へ。

問

40 歳以上の国民健康保険に加入の方限定

ポイントの貯め方
などはこちら

市内特定健康診査の
実施医療機関はこちら

※2年目以降は 1,000 円相当となります

人間ドックの詳細は

検索

1つのがん
検診につき
500ポイント

運動習慣見える化事業
参加者の特定健診結果の比較
（平成30年～令和2年）

アスマイルで楽しく記録！お得な生活！

仲間とのウォーキングを楽しむ
自主活動グループの様子

特典内容参加条件など

まずはどうするの？

特典が当たる抽選にチャレンジ！

アスマイルって？

ポイントの貯め方は？

毎週

毎月

キャン
ペーン

特定健康診査では、国民健康保険加入者が血圧や血液などの検査
や腹囲測定を受けることができます。

４・５ページで
食生活の見直し特集
を掲載。いっしょに
確認しよう！

ウォーキング
は効果的

仲間と
いっしょに

令和3（2021）年12月1日10 特集



電話相談可
祝休日は休み（ 無休 以外）今月の相談 無料

生活にお困りの方の
生活・仕事相談 区役所の相談

区役所の相談 オンライン相談可

サンスクエア堺での健康相談

労働相談 サンスクエア堺
雇用推進課へ要予約

中国帰国者の相談室

里親相談

子
育
て
・
教
育

ＦＰ家計相談
前日までに要予約

弁護士法律相談
前日までに要予約

助産師による
不妊症・不育症相談 15日までに要予約

12歳以下の子育て・発達相談

子育て相談 区役所の相談

無休

区役所の相談・法律相談などは区版2ページ

司法書士（相続）
弁護士（法律）

住宅専門家相談

先着3組

生
活
・
人
権

宅地建物取引士（活用）

ＮＰＯ相談

貸付相談

日常生活自立支援

無料弁護士相談
２週間前から要予約

総合生活相談
人権相談

要予約
第1・3木　18：00～21：00
／第4土　14：00～17：00　

要予約

男女共同参画センター相談

面接は要予約

犯罪被害者等支援総合相談

自死遺族の方の相談 要予約

要予約

発達障害相談

こころの電話相談

ＤＶ電話相談 無休

消費生活相談

堺市　相談窓口

月～金　9：00～17：00
消費生活センター ☎221-7146 ℻221-2796
月～金（祝休日除く）9：00～17：30 配偶者暴力
相談支援センター専用ダイヤル ☎228-3943
上記以外の時間夜間・休日ＤＶ電話相談
専用ダイヤル　☎280-2526

月～金・第２土（初回者）9：00～17：30 発達障害
者支援センター　☎275-8506 ℻275-8507

49歳以下のひきこもり・不登校・ニート
・非行・就労サポート相談

40歳以上の方のひきこもり相談

人権相談（ＬＧＢＴなど多様な性の相談を
含む）

カウンセラーによる
女性悩み相談

カウンセラーによる
男性悩み相談

人権ふれあいセンター
の相談

堺市社会福祉協議会
の相談

ボランティア高齢者・
障害者の生活

教育・いじめの相談子ども電話教育相談
「こころホーン」

ひとり親家庭の父母
や寡婦のための相談

外国人のための
窓口・電話相談
[　]は窓口のみ

就労相談（求人情報の提供・就職活動の
サポート・職業適性診断）

15～39歳の方と女性の就労相談
①個別相談（予約優先）
②オンライン就職相談（要予約）
③堺ハローワークコーナー（職業紹介）

いずれも　13：30～16：00
第2火　　 新金岡市民センター1階
第2木　　 南区役所総務課
第1・3金　 泉ヶ丘市民センター1階

月～金　9：00～12：00　12：45～17：00
こころの健康センター ☎243-5500 ℻241-0005

月～金　9：00～12：00　13：00～16：30
人権相談ダイヤル ☎228-7364 ℻228-8070
火～日 （29～31日を除く）9：00～17：15　男女共同
参画センター相談専用ダイヤル ☎℻224-8888

火～日
9：00～17：30
14・25日、1月11日
13：00～15：00

22日  13：30～16：15

23日  13：30～16：15

男女共同参画
交流の広場
☎236-8266
℻236-8277

相談窓口
☎245-2530
℻245-2535

住宅まちづくり課
☎228-8215
℻228-8034

司法書士による
休日・夜間相談　　　　

4・25日　13：00～16：00　15日　18：00～21：00
大阪司法書士会堺支部　☎080-6284-1874（10～16時）

行政書士による
休日相談

月～金　10：00～12：00
こころの健康センター ☎241-0880 ℻241-0005

月～金　9：00～17：30
こころの健康センター ☎245-9192 ℻241-0005

月～金　9：00～17：30　ユースサポート
センター　☎248-2518 ℻248-0723

月～金　9：00～17：30
市民協働課　☎228-7405 ℻228-0371

月～金　9：00～17：30　堺市社会福祉
協議会区事務所（☎℻区1ページ）

月～金  9：00～17：30／土  10：00～17：00
市民活動コーナー  ☎228-8348 ℻228-8352

月～金　9：00～17：30
すてっぷ・堺　☎225-5659　℻222-0202

火　13：00～16：00　サンスクエア堺
☎222-3561 ℻222-8522（職業適性診断除く）

12月は中止　堺市医師会事務局
☎221-2330　℻223-9609

月～金　10：00～17：00
さかいっこひろば　☎275-7601　℻275-7609

月～金　10：00～15：00
認定こども園・保育所（園）

雇用推進課
☎228-7404　℻228-8816

月～金　9：00～17：15　ジョブシップさかい
　 0120-010908　℻244-3771

要予約
11日　13：00～18：00　サンスクエア堺
　     予約専用電話 堺労務事務所 ☎223-8033

15日　14：00～17：00　多文化交流プラザ・さかい　
☎228-7499　℻340-1091

月～金　
10：00～12：00 
13：00～16：00

多文化交流プラザ・さかい　
☎228-7499　℻340-1091

月～金　9：00～17：30　子ども相談所
☎245-9197　℻241-0088

火～土　10：00～19：00
さかいJOBステーション①②③

月～金　9：00～17：00
JOBステーション南サテライト①

月～金　9：00～17：30
自立支援係　☎232-7771
月～金　9：00～17：30
福祉資金係　☎222-7666

火 10：00～13：00　
14：00～16：00
（7・21日は18：00～20：00も）
/第１・2・3金 17：00～20：00

生活援護
管理課
☎228-7412
℻228-7853

母子家庭等
就業・自立
支援センター
☎224-7766
℻224-7773

社会保険労務士に
よる相談

解雇・賃金未払い
トラブル 月～金

10：30～17：00

19日　13：00～16：00　　　   市役所
保健センター（☎℻区版1ページ）

場所

3・8・16日
14：00～16：30
5・9・13・19日
（相談時間は日によって異なる）

24時間　専用電話　☎270-5561

区役所の相談

外
国
人
の
方
へ

労
働

18日　13：30～16：00　栂文化会館
大阪府行政書士会堺支部　☎234-3999　℻247-8109

さかいJOB
ステーション
　 0120-245108
℻238-4605

行政書士による帰化・入管相談
14日12:00まで（通訳は1日まで）に要予約

2～17日に要予約

要予約

ひとり親家庭のお父さん・お母さんの
くらし・仕事・家計を応援します

母子家庭等就業・自立支援センター
堺区南瓦町 2-1　堺市総合福祉会館 2階　☎224-7766　℻224-7773
上記の相談のほか、生活や仕事に役立つ講座なども実施しています。

日本語、英語、中国
語、韓国・朝鮮語、ポ
ルトガル語、スペイン
語、ベトナム語、タイ
語、[タガログ語、イ
ンドネシア語、ネパ
ール語]

そのお悩み
相談してください

お近くの区役所でも母子・父子自立支援員がひとり親相談に応じます　　各区役所子育て支援課 (☎ ℻区版 1ページ )

●子育てと仕事を両立したい

●履歴書の書き方を知りたい

●資格を身につけたい

●親権や財産分与はどうなる？

●養育費の取り決め方法って？

●子どものためにできることは？

●子どもの教育費が心配

●収入が減って生活が不安

●お金の使い方は大丈夫？

問

くらし・法律の相談 仕事の相談・紹介 家計の相談

センターについて
詳しくはこちら

離婚前後の
悩みや不安を
整理できた

自分に合った
仕事が見つかり
続けて頑張りたい

具体的な説明で
これからの資金計画

に役立った

相談者の声

何もかもひとりで
するのは大変です。
母子家庭等就業・自立
支援センターへ気軽に
ご相談ください。

センター相談員

令和3（2021）年12月1日 11相談
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問

環濠と貿易都市
堺を知ろう

堺文化財特別公開

12月4日（土）・5日（日）
9：30～16：00

堺観光コンベンション協会
 （☎233-5258　℻233-8448）

堺は貿易都市として栄えました。
茶人、南蛮貿易や会合衆など当時をイメージできる

スポットを期間限定で公開。
※ご来場の際は、感染対策を徹底のうえ

お越しください。

堺は貿易都市として栄えました。
茶人、南蛮貿易や会合衆など当時をイメージできる

スポットを期間限定で公開。
※ご来場の際は、感染対策を徹底のうえ

お越しください。

バスガイドの案内あり

●各コース約1時間で周遊
●どの停車地からでも乗車できます
●約20～30分間隔で運行します

環濠エリア
観光は周遊バスが便利！堺区大浜北町5丁1　　9:30～16:00

旧堺燈台

現地に現存する日本最古の木造洋式燈台
堺のシンボル
国の指定史跡
燈台１階内部特別公開

案内

国の登録有形文化財
数少ない明治時代建設
の駅舎
辰野金吾の設計

浜寺公園駅旧駅舎
西区浜寺公園町2丁232
10:00～16:00

案内
案内ボランティア

ガイドの案内
があります

日本武尊をおまつりする神社
完成から1000年以上
樹齢600年を超える楠
特別に権禰宜による境内案内ツアー

大鳥大社
西区鳳北町1丁1-2

時間 10：10、11：30、13：30、14：50

ジャークチキンやミネストロー
ネのランチワゴンが登場！クリ
スマス雑貨の販売、リース作り
のワークショップもあります。
ロビーコンサートも開催♪
12月5日（日）11:00～16:00

★SAKAIマルシェ～クリスマス・スペシャル

さかい利晶の杜
ジェルキャンドルづくり体験
カラーの砂、ガラス細工やビー玉を入れて世界に
1つのジェルキャンドルを作ろう！
12月4日（土）10：00～15：00
　　5日（日）10：00～14：00
要申込：先着各日100人  
体験料500円（未就学児無料）

クイズラリー全問正解の方、各日
100人に抽選でさかい利晶の杜商
品券（1,000円）他をプレゼント！
クイズラリー用紙の配布と抽選
は「さかい利晶の杜駐車場」で行
います。
用紙配布・抽選時間 9:30～16:30

大浜公園
クイズラリー

戦国武将・三好長慶が建立
重要文化財の仏殿に「八方睨みの龍」
茶人の武野紹鷗と千利休が修行
案内ガイドが常駐

南宗寺
堺区南旅篭町東3-1-2　　9:00～16:00
大人400円、中高校生300円、小学生以下200円

さかい利晶の杜

大浜公園
（クイズラリー会場）

旧堺燈台

浜寺公園駅旧駅舎

大鳥大社

堺の茶人コースベイエリアコース

さかい利晶の杜

（堺 アルフォンス・ミュシャ館）

（さいとうたかを劇画の世界）

開口神社

JR堺市駅

フェニーチェ堺

大仙公園　黄梅庵

南宗寺

国の登録有形文化財
茶室内部を特別公開

堺区百舌鳥夕雲町2丁大仙公園内
10:00～16:00

堺市茶室  黄梅庵 案内

愛称は神社なのに「大寺（おおてら）さん」
行基の建立したお寺があったことに由来
中世には人々の集会の場に
茶室「無礙庵」を特別公開

開口神社
堺区甲斐町東2丁1-29　　9:30～16:00

案内

堺環濠
Night Walk

S A K A I  K A N G OS A K A I  K A N G O Light for the Future（未来への光）
医療従事者への感謝やコロナ収束への祈りを表現したブルーライト、

未来への希望を表現したシャンパンゴールドが、川面を照らします。

ザビエル公園では、堺ならではの光のモニュメントなどで堺の歴史を表現。

※ご来場の際は、感染対策を徹底のうえお越しください。

問堺観光コンベンション協会
 （☎233-5258  ℻233-8448）

メインストリートの大小路筋に黄金の光の帯が出現します。
詳しくは堺イルミネーション2021ホームページ(QRコード)参照
　 堺市中心市街地活性化協議会事務局
　(堺まちづくり内  ☎275-6630  ℻275-6693)
問

堺イルミネーション2021
12月1日～1月15日

17：00～23：30

シャンパンゴールドのLEDで彩られた街並みシャンパンゴールドのLEDで彩られた街並み 場所　J-GREEN堺　　期間　12月1日～3月6日18時30分～23時
 ￥　車1台あたり　平日：5,000円(税込)、
　　土日祝・12月24・25日・1月1～3日：6,000円(税込)
詳しくはイルミナージュ事務局HP(QRコード)参照
　  J-GREEN堺（☎222-0123）か
　 観光推進課（☎228-7493　℻228-7342）
問

対　象　堺東・大小路・堺駅エリア
期　間　12月1日～1月15日
詳しくは堺イルミネーション
2021ホームページへ。

 写 真募集

＃堺イルミ 2021
フォトコン

12月4日（土）～1月15日（土）
17：00～23：30

イルミネーション 環濠ナイトクルーズ

12月4日（土） 17：00～21：00
12月4日（土） 
16：00～21：00

受付/16：30～最終運航/20：30

○予約のとれない人気店 「中国料理 丹甫」
○お茶文化のパイオニア 「つぼ市製茶本舗」
○堺ならではのかわいいお菓子 「トト洋菓子店」
○堺と言えばあなご、あなごと言えば松井泉「堺あなご専門 松井泉」
○ビフテキ一筋 「ビフテキの南海グリル」 
　　★その他あたたかい食べ物やドリンク・スイーツなどのお店も出店予定、お楽しみに！



申込方法など詳しくは、ご案内する　 (ホームページ)でご覧になるか、問(問合せ先)へお問い合わせください。
ご来場の際は、感染対策を徹底のうえお越しください。

HP
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子育て・教育
親子のオンライン交流会

親子で自宅にいながら気軽に参加で
きます。
参加者同士での交流、親子でできる
遊びや講座、子育て情報の提供を行
います。
対象  市内在住の就学前の子どもと
その保護者
要申込  詳しくは市 (QR
コード)参照

 委託事業者Animo
 (☎06-6459-7678）か
 子ども育成課
 (☎228-7612　FAX228-8341)

親子の遊びと学びを応援

対象の施設を2月28日まで1回ずつ
無料で入館できるパスポート【写真】
を対象の方へ順次お届けしています。
対象  市内在住の3歳児～小学生(子
ども1人につき保護者1人無料)
施設  ▽堺市博物館
 ▽みはら歴史博物館
 ▽さかい利晶の杜　
 ▽堺 アルフォンス・ミュシャ館
 ▽ビッグバン　
配付  ▽ 3歳児以上の未就学児＝
 　市から郵送
 ▽市立小学校の在学生＝
 　小学校から配付
 ▽市立小学校以外の児童など＝
 　市 電子申請システムから
 　申込
詳しくは市 (QRコード)
参照

 子ども企画課
 (☎228-7104　FAX228-7106)

シングルマザー交流会
私のキャリアを考える会

頑張るシングルマザー同士、自立に向
けてお互いに応援し合いませんか。
日時  1月29日（土）10～12時
場所  大阪いずみ市民生活協同組合
堺東本部（堺区南花田口町2丁2-15）
詳しくは市 (QRコード)で
※ひとり親家庭の相談窓口

を11ページで紹介して
います。

 子ども家庭課
　 (☎228-7331 FAX228-8341)

教育委員会表彰候補者を募集

対象  市内在住・在学で、令和3年1月以
降に文化やスポーツの大会などで優秀
な成績を収めた小・中学生、高校生
受付  1月6日まで   詳しくは市 参照

 教育政策課
 (☎228-7925　FAX228-7890)

子どもを守る大人のスクラムづくり
全市立小学校で一斉下校指導

学校・家庭・地域・警察などが一体
となって取り組みます。子どもの安
全確保と安全への意識向上のため、
協力していただけませんか。
日時  12月24日(金)各校下校時刻

 生徒指導課
 (☎228-7436　FAX228-7421)

夢と進路を実現できる特色ある学科
市立堺高校　生徒募集

詳しくは堺高校 (QRコー
ド)参照

 市立堺高校
(全日制☎240-0840　FAX252-6601
定時制☎240-0841　FAX252-6404)

課　　程 募集 検査教科

全
日
制

サイエンス創造科 40人 国語
数学
英語
理科
社会

機械材料創造科 80人
建築インテリア創造科 40人
マネジメント創造科 80人

定
時
制

機械自動車創造科
建築創造科

（総合募集）
35人 国語

数学
英語

マネジメント創造科 35人

殿馬場中学校
夜間学級　4月入学生を募集

授業  月～金曜日(祝休日を除く)
17時30分～20時35分
場所  殿馬場中学校(堺区櫛屋町東3
丁2-1)
対象  義務教育の年齢（15歳）を超
え、中学校を卒業していない方や十
分な教育を受けられないまま中学校
を卒業した方
受付  4月28日まで

 殿馬場中学校夜間学級
 (☎221-0755  FAX224-1916)か
 学務課
 (☎228-7485　FAX228-7256）

健　康
12月１日は世界エイズデー
～Think Together Again～

レッドリボンはエイ
ズへの理解と支援の
象徴として使われ、
今年で30年になり
ます。
今では治療法が進歩
し、HIV感染を早期に
発見し治療を開始す
れば、エイズの発症を
防ぐことができ、感染していない人
と同じ生活を送ることができます。
早期発見・治療のため検査を受けま
しょう。

▼即日検査
　日時  12月16日(木)10～11時　
　場所  保健医療センター
　(堺区甲斐町東3丁2―6)

▼夜間検査
　日時  12月8日(水)18～20時
　場所  堺保健センター
夜間検査では、同時に梅毒(血液検
査)検査・クラミジア(尿検査)も受
けられます。

 感染症対策課(☎222-9933
 FAX222-9876)か 保健センター
 (☎FAX区版1ページ)

冬季に猛威をふるう
ノロウイルス食中毒にご注意

冬季に流行する
感染性胃腸炎の
主な原因はノロ
ウ イ ル ス で す。
感染力の強いノ
ロウイルスによる食中毒を防ぐた
め、「加熱」「手洗い」「消毒」をしっか
りと行いましょう。

▽加熱＝カキなどの二枚貝を食べる
ときは、中心まで十分に（85～
90℃で90秒以上）

▽手洗い＝トイレの後、調理前、食
事前は石けんを使って丁寧に

▽消毒＝調理器具の使用後は熱湯や
塩素系漂白剤で十分に洗浄

 食品衛生課
 (☎222-9925　FAX222-1406)

石綿(アスベスト)健康被害者へ
医療費など救済給付

対象  国内で石綿(アスベスト)を吸
入したことにより、中皮腫、肺が
ん、著しい呼吸機能障害を伴う石綿
肺 ・びまん性胸膜肥厚にかかった方
とその遺族で、労災補償が受けられ
ない方　申請  環境再生保全機構へ

 同機構( 0120-389-931)か 
 保健医療課
 (☎228-7582　FAX222-1406)

指定難病・小児慢性特定疾病患者
や家族の方へ

健康福祉プラザ（堺区旭ヶ丘中町4
丁3-1）などで実施します。

学習交流会　
(一部WEB
でも開催)

1/13 難病患者さんやその
ご家族の日々の生活面で
の対応など
1/25 再生不良性貧血
1/31 未病を治す

電話相談
1/5、2/2 神経難病
1/21 膠原(こうげん)病

就労相談

12/23、1/7・27、2/4
1/14(中保健センター)
1/21(北保健センター)
2/9(東保健センター）

交流会
広場サロン

①12/21 音楽がいっぱい
②1/18   書道
③1/28   押し花フレーム

（受付①12/2から
②③1/4から）

 申込  難病患者支援センター
 (☎275-5056　FAX275-5038)



収入の大幅な減少などにより、市税や保険料の支払いが困難な方は、減免や支払いの猶予を受けられる場合があります。
ご来場の際は、感染対策を徹底のうえお越しください。
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65歳以上の方などに
インフルエンザ予防接種

期間  1月31日まで　
場所  市の契約医療機関　
¥  1,500円(1人1回)
対象  ①65歳以上の方 ②60～64歳
で、心臓・腎臓・呼吸器の機能か免疫
機能に、身体障害者手帳1級程度の障
害がある方▲

自己負担金の免除
対象者のうち、次の方は自己負担金
が免除されます。
①令和3年度市民税非課税世帯　
②生活保護世帯　
③中国残留邦人等支援給付世帯
④堺市の公害健康被害補償の対象者
申込  いずれも接種する契約医療機
関で上記の要件を証明できるものを
提示。①を証明できるものを持って
いない方は、本人確認ができるもの
を持参のうえ、 への事前申請で
無料受診券を発行します。必ず接種
前に申請してください。

 保健センター
 (☎FAX区版1ぺージ)

げんきあっぷ教室

内容  介護予防のため、運動指導員
による筋力トレーニングなど
日程  1～3月
場所  市内の老人福祉センター
対象  65歳以上で要支援・要介護認
定を受けていない方
申込  直接か電話、FAXで住所、
氏名、電話・FAX 番号、年齢を、
堺・中・西・美原老人福祉センター
は12月1～7日、東・南・北老人福
祉センターは12月8～14日に長寿
支援課へ　抽選  各10人

 同課
 (☎228-8347　FAX228-8918)

被爆者二世に健康管理表を配布

対象  市内在住の原爆被爆者二世
ご希望の方は各保健センターか保健
医療課へ　

 保健医療課
 (☎228-7582　FAX222-1406)

福　祉
老人介護者(家族)の会
援助ボランティアを募集

会員である介護者（家族）への訪問
や電話相談・研修会などをとおし
て、介護者の悩みや思いに寄り添い
ます。

 同会事務局(堺市社会福祉協議
 会内　☎232-5420
 FAX221-7409)

おしっこをした後のキューとした
痛み、またすぐに行きたくなる、すっ
きりしない、などの症状は膀胱(ぼう
こう)炎の可能性があります。

膀胱炎は、細
菌が尿道から膀
胱に侵入するこ
とが原因でなり
ますが 、寒さや
夏のエアコンに
よる下半身の冷
え、疲れや寝不
足、更に水分をあまり摂らなかった
り、おしっこを長時間我慢したりする
ことでかかりやすくなります。また女
性は尿道が短く男性よりかかりやす
い傾向があります。

症状が軽い場合は、水分をたくさ
ん飲んで何度もおしっこを出すと良
くなることがありますが、薬（細菌を
退治する抗生物質）を飲んで治療す
る方が早く治ります。

基本的に発熱はありませんが、熱
が出る場合は細菌が腎臓まで逆流
して腎盂(う)腎炎（男性は前立腺
炎も）になっていることもあります
ので注意を要します。また薬を飲ん
でも良くならない場合や、しばしば
膀胱炎を繰り返す場合は、ほかに
病気が潜んでいることがあります。

尿検査と問診で診断・治療ができ
ますので、不快なまま過ごすことなく
恥ずかしがらずにお近くの泌尿器科
を受診し、早く治療しましょう。

堺市医師会

要約筆記者の登録試験

日時  2月20日(日)13～15時30分
場所  健康福祉プラザ(堺区旭ヶ丘
中町4丁3-1)
対象  病院や公的機関などで個人へ
の要約筆記や講演会などの要約筆記
が可能な、市が実施する要約筆記者
養成課程などを修了した方　
¥  5,500円(手書き)、5,800円(パ
ソコン)、8,400円(両方)
要申込  12月16日(必着)まで
詳しくは区役所地域福祉課、障害施
策推進課にある申請書か市 参照

 同プラザ視覚・聴覚障害者センター
 (☎275-5024　FAX243-2222)

精神保健福祉セミナー
こころの３密～ゆっくり１歩ずつ～

精神障害への理解を深めるため実施
します。
日程  12月6日から

▽当事者の作品集を保健センターな
どに配架

▽当事者・家族・支援者が出演する
動画を公開

　詳しくは市 参照

 精神保健課
 (☎228-7062　FAX228-7943)

保　険
高額療養費（外来年間合算分）の　
申請を忘れずに

対象  後期高齢者医療制度と国民健
康保険の被保険者のうち、次の全て
に該当する方
■後期高齢者医療制度

▽令和3年７月31日時点で自己負担
割合が１割

▽ 令和2年8月1日～令和3年7月31
日のうち、自己負担割合が１割の
月における自己負担額（外来）の
合計が14万4,000円を超過

■国民健康保険

▽ 令和3年7月31日時点で自己負担
割合が2割

▽ 令和2年8月1日～令和3年7月31
日のうち、自己負担割合が2割の
月における自己負担額（外来）の
合計が14万4,000円を超過

 区役所保険年金課
 (☎FAX区版1ページ)

国民健康保険料・後期高齢者医療
保険料　納期限のご案内

▽国民健康保険料第7期＝12月27日

▽後期高齢者医療保険料普通徴収第
6期＝1月4日

　　　（口座振替は12月28日）
口座振替の場合は、預貯金残高をご
確認ください。

 区役所保険年金課
 (☎FAX区版1ページ)

柔道整復・はり・きゅう・あん摩など
医療費適正化のため確認にご協力を

国民健康保険・後期高齢者医療制度
を使って施術を受けた方に、委託業
者から施術内容確認の照会文書を送
付したり、担当者が電話で問い合わ
せをしたりすることがあります。
医療費適正化のためご理解とご協力
をお願いします。

 国民健康保険は国民健康保険課
 (☎228-7522　FAX222-1452)

後期高齢者医療制度は大阪府後
期高齢者医療広域連合給付課

 (☎06-4790-2031) 

税　金
固定資産税・都市計画税の
基準日は1月１日です

詳しくは市 （QRコード）
参照

 固定資産税課
 (☎FAX区版1ページ)

固定資産税・都市計画税第3期分
の納期限は12月27日です

納付方法につい
ては納付書か市

（QRコード）
参照

　　　　　　　　納メ～る

 納税課(☎FAX区版1ページ)か
 税務運営課 収納係
 (☎228-3957  FAX228-7618)

健康メモ
その症状、膀胱炎かも？



申込方法など詳しくは、ご案内する　 (ホームページ)でご覧になるか、問(問合せ先)へお問い合わせください。
ご来場の際は、感染対策を徹底のうえお越しください。
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くらし
身に覚えのない荷物にご注意

相談事例
海外の知らない業者から荷物が届い
た。開封していないので何が入って
いるかは分からないが、どうすれば
よいか。
アドバイス
身に覚えのない荷物が届いても慌て
ずに、まずは本当に心当たりがない
か確認しましょう。
誤配送で後から商品の返還を求めら
れる場合もあるので、荷物はすぐに
処分や返送せず一定期間保管するよ
うにしてください。
代金引換で身に覚えのない場合、受
け取らず、送り状を写真やメモで記
録に残し、配送業者に荷物を持ち
帰ってもらいましょう。
もし、受け取った後に注文していな
いことが分かった場合、販売・発送
元にその旨を伝えましょう。

 消費生活センター
 (☎221-7146　FAX221-2796)

人生の節目に記念樹をプレゼント

出生や結婚、成人、新築など市民の
皆さんの人生の節目に、記念樹を無
料でお渡ししています。
対象  10月１日～3月31日に記念日
がある方
要申込  詳しくは市(区)役所市政情
報センター(コーナー)や堺市公園協
会 にある申請書で。

 同協会
 (☎245-0070　FAX245-0069)

マイナンバーカードを
今年４月末までに申請された方へ

最大5,000円分のポイントがもらえる
現行マイナポイントの申し込み、チャー
ジまたはお買い物は12月末までで
す。まだの方はお急ぎください。

 マイナンバー総合フリーダイヤル
 ( 0120-95-0178)

違法・悪質な不用品回収業者に
ご注意

トラックなどで巡回し、不用品を回
収する業者により、次のようなトラ
ブルが起きています。

▽無料と思っていたのに、後で高額
な料金を請求された

▽回収された物が不法投棄されてい
た

民間業者が家庭の不用品を廃棄物と
して回収するには、一般廃棄物収集
運搬業の許可が必要ですが、市では
許可していません。
粗大ごみは粗大ごみ受付センター
( 0120-00-8400   ☎06-6485-
5048)へ。
不用品回収など契約のトラブル相談
は消費生活センター(☎221-7146　
FAX221-2796）へ。

 資源循環推進課
 (☎228-7479　FAX228-7063)

里親になってみませんか

さまざまな事情で家族と暮らすこと
ができない子どもを家庭に迎え入れ
て育てる里親を募集しています。

▼短期養育里親説明会

▽ 日時  12月7日13時30分～15時
30分　場所  南区役所

▽ 日時  1月22日10～12時
　場所  市役所本館地下1階

▼里親カフェ(養子縁組里親)
日時  12月5日14～15時30分
場所  子ども家庭支援センター清心
寮（リーフ）(北区東上野芝町2-499)
申込  リーフ (QRコー

ド)参照か へ。

 リーフ(☎252-3521)か
 子ども家庭課(☎228-7331　
 FAX228-8341)

あなたが選ぶ！
お買物・くらしの川柳

2,033作品の応
募がありました。
事前選考を経た
1 2 作 品 につ い
て、皆さん の 投
票で入賞作品を
決定します。ぜひ
ご投票ください。
詳 し く は 12 月
1 日から市（区）
役所市政情報センター（コーナー）、
図書館にあるチラシか市 参照
期間  12月1～28日

 消費生活センター
 (☎221-7908　FAX221-2796)

特定公共賃貸住宅入居者を募集

入居の申し込みを先着順で受け付け
ています。
単身で入居できる住宅もあります。
対象  中堅所得者
詳しくは市（区）役所市政情報セン
ター（コーナー）か堺市営住宅管理セ
ンターにあるパンフレットか同セン
ター 参照

 同センター
 (☎228-8225　FAX228-8223)

専門の耐震診断員を派遣
木造住宅の無料耐震診断

対象  昭和56年5月以前に建てられ
た木造住宅
申請  1月31日まで

 建築防災推進課
 (☎228-7482　FAX228-7854)

広報さかい
点字・音声版を発行しています

広報さかい・区広報紙
の内容を抜粋した点字
版と全ての記事を音訳
したデイジー版を発行
しています。
視覚障害のある方で希
望する方に毎月郵送します。
身近に視覚障害のある方がおられた
ら、教えてあげてください。

 広報課
 (☎228-7402　FAX228-8101)

大阪エコ農産物
認証申請を受け付け

減農薬・減化学肥料で栽培する大阪
エコ農産物の認証制度の説明会と、
認証申請の受け付けを行います。
新たに認証申請をする方は、必ず説
明会に参加してください。
いずれも 場所  JA堺市営農センター
(中区陶器北56-２)
対象  農業に従事している方

▽説明会＝12月14日(火)10～11時

▽申請受付＝12月14日(火)11～16時

■大阪エコ農産物とは？
農薬や化学肥料の使用量を通常の
半分以下に抑えて栽培された農産
物を、大阪エコ農産物として府が
認証し、そのうち市の協議会が受
け付けたものを、｢泉州さかい育
ち｣と表示。

 堺市地産地消推進協議会
 (農水産課内　☎228-6971
 FAX228-7370)

献血にご協力を　12月の会場
▽ 堺東献血ルーム＝木・第３日曜日、

12月30・31日、1月1～3日を除く毎
日(要予約) 

▽東区役所＝8日

▽市役所＝9日

▽アリオ鳳＝11・12・28～30日

▽中区役所＝15日

▽新日本工機信太山工場＝15・22日

▽南区役所＝16日

▽美原区役所＝17日

▽アンディイズミヤ泉北店＝19・25日

▽西区役所＝21日

 大阪府赤十字血液センター
 (  0120-326759)か
 市民協働課
 (☎228-7405   FAX228-0371)

見
覚
え
な
い

「
当
選
し
ま
し
た
」

そ
れ
ホ
ン
ト
？

昨年度の最優秀賞

献血は
命をつなぐ
ボランティア
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知ってください
北朝鮮当局による拉致問題

拉致問題について、国民それぞれが
経緯や現状を知り、解決に向けて考
えることが大切です。
問題について知っていただくため、
北朝鮮人権侵害問題啓発週間（12
月10～16日）に、各区役所でパネ
ル展とアニメ「めぐみ」の上映を行
います。アニメは市 (左QRコー
ド)からもご覧になれます。ぜひご
覧ください。	 「めぐみ」のワンシーン

▽警察による捜査に情報をお寄せく
ださい＝大阪府警 （右QRコー
ド）参照

	人権推進課
	 (☎228-7420　FAX228-8070)

人権を守る市民のつどい
12月４～10日　人権週間

公募した「わたしからの人権メッセ
ージ」の特選作品の発表・表彰と
「ママの足は車イス」の著者・又野
亜希子さんの講演をオンラインで配
信します。
日時 	12月24日～1月23日
要申込 	詳しくは堺市人権教育推進
協議会へ

	同協議会
	 (☎221-9280　FAX228-8070)

Zoomで講習会｢猫の正しい飼い方
～室内飼育のすすめ～｣

日時 	1月30日（日）14時から
講師 	堺市獣医師会獣医師
要申込 	1月6日まで　
詳しくは市 参照

	動物指導センター
	 (☎228-0168　FAX228-8156)

お知らせ
経済面で修学困難な高校生を応援 
奨学等基金への寄附を募集 	

一人でも多くの子どもたちを支え、
応援するために、皆さんの協力をお
願いします。	
申込 	 ▽個人＝市 (QR
　　　			コード)で		

　 　 		 ▽法人＝学務課へ	

	同課
　(☎228-7485　FAX228-7256)

堺伝統産業会館リニューアル工事
に伴い休館します 	

12月8日～3月下旬、リニューアル
工事のため休館します。
詳しくは同館 (QR
コード)参照

	堺伝統産業会館	
　(☎227-1001　FAX227-5006)

地域公共交通会議 
市民委員を募集 	

対象 	市内在住・在勤・在学の方	
任期 	来年4月1日～令和6年3月31
日(会議は年2回程度)	
選考 	2人	
期間 	1月11日まで	
要申込 	詳しくは市 (QR
コード)参照	

	公共交通担当
　(☎228-7549　FAX228-8468)

一般競争入札で 
公有財産を売却します 	

詳しくは12月1日から市(区)役所市
政情報センター(コーナー)で配布す
る「公有財産売却実施要領」か市
参照	

	財産活用課	
　(☎228-7409　FAX228-7856)

傍聴

堺市議会

市の会議開催予定

受付時間はお問い合わせください。

農業委員会
総会

12月9日(木)
13：30から

農業委員会
事務局
☎228-6825
FAX228-7410

教育委員会
定例会

12月16日(木)
10：00から

教育政策課	
☎228-7925		
FAX228-7890

都市計画
審議会

12月22日(水)
15:00から

都市計画課　
☎228-8398　
FAX228-8468

堺の未来のためにご意見を 

市民の皆さんと一緒に魅力ある未来
の堺をつくっていけるよう、ご意見
を募集しています。	
■パブリックコメント	
詳しくは受付期間に市(区)役所市
政情報センター(コーナー)などに
ある資料か市 参照	

▼第3期堺市人権施策推進計画(案) 
　受付 	12月15日～1月14日
　 	人権企画調整課
　　	(☎228-7159　FAX228-8070)	

▼第5期さかい男女共同参画プラン(案) 
　受付 	12月15日～1月14日
　 	男女共同参画推進課
　　	(☎228-7408　FAX228-8070)	

▼堺市生涯学習基本方針(案) 
　受付 	12月15日～1月14日	
　 	生涯学習課
　　	(☎228-7631　FAX228-8070)

▼堺市自殺対策推進計画（第3次）

▼堺市依存症地域支援計画 
　受付 	12月16日～1月18日	
　 	精神保健課
　　	(☎228-7062　FAX228-7943)

▼堺市国土強靭化地域計画修正(案) 

▼堺市地域防災計画修正(案) 
　受付 	12月15日～1月14日
　 	危機管理室
　　	(☎228-7605　FAX222-7339)	
	　
■意見募集　泉北ニュータウン公的

賃貸住宅　活用地の活用コンセプト
(テーマ)素案 
詳しくは市(南区)役所市政情報セ
ンター(コーナー)などにある資料
か市 参照	
　受付 	12月23日まで

	泉北ニューデザイン推進協議会
　	事務局
　	(泉北ニューデザイン推進室内　
　	☎228-7530　FAX228-6824)	

一気に冬らしくなりました。食事や
運動に気を配り体温を保つことが寒
い季節を乗り越えるには大切です。
そして心の温もりも大事にしたいも
のです。
身の周りの方の健康や無事故を願っ
たり、SDGsの視点で将来世代や世
界中の人を気遣ったりすることで、
きっと誰かの心が温まるでしょう。
コロナ禍や持続可能な世界を目標に
する時代だからこそ、互いに思いや
りを持って支え合いましょう。

市議会　会議日程 堺市議会

市の会議開催予定
定例会

本会議（大綱質疑） 12月6日（月）
10：00～

本会議（大綱質疑） 12月7日（火）
10：00～

議会運営委員会
（意見陳述許可・
不許可の決定）

12月7日（火）
本会議終了後

本会議（大綱質疑） 12月8日（水）
10：00～

各常任委員会
（意見陳述許可・
不許可の決定）

12月8日（水）
本会議終了後

市民人権委員会・
産業環境委員会

12月13日（月）
10：00～

建設委員会・
文教委員会

12月14日（火）
10：00～

総務財政委員会・
健康福祉委員会

12月15日（水）
10：00～

議会運営委員会 12月17日（金）
10：00～

本会議（採決） 12月21日（火）
10：00～

最新の会議日程や生中継・録画中
継・傍聴できる会議については市
参照。また、本会議の生中継は、区役
所のロビーなどのテレビでもご覧に
なれます。

	議事課
　(☎228-7812　FAX228-7881)

全戸配布する「広報さかい」に
広告を出しませんか 	

市内の全世帯・全事業所に配布する
「広報さかい」では歳入確保のため
広告を募集しています。	

	紙面掲載は広告代理店ウィット
(☎072-668-3275		FAX072-668-3276)
折込広告はYDS府下南部地区本部
(☎232-7772		FAX232-7773)
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市の採用情報はこちら

【　 】に雇用形態の表記のあるもの以外は会計年度任用職員として任用。
採用情報

募集職種 勤務地 問い合わせ先
電話相談員
精神保健福祉士【育休代替】

こころの健康センター
（☎245-9192　FAX241-0005）

食品衛生監視員
（薬剤師、獣医師など）

食品衛生課
（☎222-9925　FAX222-1406）

障害支援区分等認定調査員 市役所、保健センター
など

障害福祉サービス課
（☎228-7510  FAX228-8918）

乳幼児健康診査医師【登録制】 保健センター 子ども育成課
（☎228-7612　FAX228-8341）

家庭相談員　女性相談員 区役所、市役所など 子ども家庭課
（☎228-7331　FAX228-8341）

保育教諭（日中、朝夕）
特別支援介助員　看護師
管理栄養士

幼保連携型
認定こども園

幼保運営課
（☎228-7231　FAX222-6997）

講師【臨時・非常勤】
養護助教諭【臨時】
栄養士【臨時】
学校事務【臨時】

幼稚園　小・中学校　
支援学校　高校

教職員人事課
（☎228-7438　FAX228-7890）

介助員　 幼稚園、小・中学校の支
援学級　支援学校 支援教育課

（☎228-7436　FAX228-7421）
学校看護師 小・中学校の支援学級　

支援学校

預かり保育担当職員 幼稚園 能力開発課
（☎270-8120　FAX270-8130）

事務【契約】　 堺市学校給食協会（☎297-5001　FAX297-4510）

主任ケアマネジャー　 堺市社会福祉協議会
（☎232-5420　FAX221-7409）　

事務職【管理職候補・常勤】
外来看護助手【パート】
病棟看護助手【契約・パート】
メディカルアシスタント【契約】

堺市立総合医療センター
（人事室　☎272-9966　FAX272-9911）

保育士　児童指導員
【いずれもアルバイト】

児童発達支援センター　
第１・第２もず園（☎279-0500　FAX270-2126）
第１・第２つぼみ園（☎299-2031　FAX299-2100）

市

　

参

照

各
施
設
　
参
照

堺を愛する心や熱い思いを持った方
市職員として働きませんか

募集職種 募集職種  保育教諭（任期付職員）、
事務（任期付短時間勤務職員）
試験日  1月16日(日)　
要申込  12月６日９時～20日17時
詳しくは市(区)役所市政情報セン
ター(コーナー)にある受験案内か市

参照

 人事委員会事務局
 (☎228-7449　FAX228-7141)

堺市立学校園講師など
新規登録相談会

市立幼稚園、小・中学校、特別支援
学校、高校の教職員が出産や病気な
どで休んでいる間に勤務する講師な
どの新規登録相談会を実施します。
日時  ▽ 12月20日(月)14～20時

　 　   ▽ 12月25日(土)10～17時
場所  市役所高層館10階
対象  教員免許を取得済みで現在教
員として勤務していない方や教員免
許を取得見込みの方
要申込  教職員人事課講師バンクへ

 同課講師バンク
 (☎228-3946　FAX228-7890)

一人ひとりの働くを一緒に考える
堺地域若者サポートステーション

「働きたいけど自信がない」「コミュ
ニケーションが苦手で不安」「仕事
に就いても長続きしない」などの悩
みを抱える若者とその家族を支援し
ます。　　
対象  15～49歳
詳しくは市 (QRコード)
参照

 同ステーション
 (☎248-2518　FAX248-0723)

求　職
堺“職”のパネル展&相談会inアリオ鳳
「自分に合ったしごとさがそ」

市の就職支援施設の紹介や、市内企
業の求人情報の提供、お仕事なんで
も相談、ハローワーク堺の求人検索
など。
日時  12月9・10日11～17時
場所  アリオ鳳(西区鳳南町3丁199-
12)

 さかいJOBステーション
(  0120-245108　FAX238-4605)

初めての方でも分かりやすい
介護のお仕事セミナー

DVDを見ながら解説します。
日時  1月13日(木)14～15時
場所  東区役所　
要申込  12月13日から へ

 ハローワーク堺(☎238-8301
　＜部門コード43♯＞FAX238-8311)

楽しむ
クリスマスに贈る｢第九｣コンサート

日時  12月19日(日)14時開演
場所  ウェスティ(西区鳳東町６丁
600)
¥  1,500円(当日300円増し)
要申込   チケット発売中　
詳しくはウェスティへ

 ウェスティ
 (☎275-0120　FAX275-0130)

のびやか健康館
脳・活性化プログラム「iトレ」

ゲーム要素を盛り込み、脳を活性化さ
せながら楽しくエクササイズします。
日時  金曜日11時30分～12時30分
(全8回)
対象  55歳以上の方
有料  要申込  詳しくは同
館 (QRコード)参照

 のびやか健康館
 (☎246-5051　FAX246-5041)

愉快・爽快・空海ウォーク
デジタルスタンプラリー

アプリでスタンプラリーをしながら、
西高野街道周辺の観光スポットを自
由に巡ることができます。参加賞
(先着順)や特産品が当たる抽選もあ
ります。
日程  12月1日～2月28日
詳しくは河内長野市観光
ポータルサイト(QRコー
ド)参照

 西高野街道観光キャンペーン協
     議会（河内長野市産業観光課内
 ☎0721-53-1111）か観光推進課
 (☎228-7493　FAX228-7342)

企業・団体
堺の理美容室応援プロジェクト
「チョキっと！みらい髪」

同キャンペーンで発行する「プレミ
アム付き応援券」を取り扱う参加店
舗を募集します。
締切  12月28日

 堺商工会議所
　  (☎258-5504  FAX258-5580）

特定(産業別)最低賃金を改正

府内で適用される特定(産業別）最
低賃金が改正され、12月1日から適
用されます。
詳しくは市 参照

 大阪労働局賃金課
 (☎06-6949-6502
 FAX06-6949-6034)
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学　ぶ
シニアの健康をつくる「学びの場」
堺サンドイッチキャンパス

いずれも全6回　オンラインの講座も
あり（②は一部、③④⑤はすべて）
対象  市内在住の65歳以上の方。
有料  要申込  1月16日まで。詳しく
は市 参照
① 防災教育インストラクター養成講座

＝2〜8月
② 歌って踊ろう！心ときめくプチ歌劇

体験【上写真】＝2〜7月
③ オンラインコーヒー教室【下写真】

＝2〜7月
④ オンライン料理教室＝2〜7月
⑤ オンライン読書会＝1〜6月

 堺サンドイッチキャンパス事務局
 (いきいきライフ阪急阪神内
 ☎0798-78-2753)か
 長寿支援課
 (☎228-8347　FAX228-8918)

関西大学SDGsセミナー

要申込  詳しくは関西大学
(QRコード)参照　

■ハワイは多文化共生社会が実現し
ているのか?〜ソーシャルワークの
役割とは?

　日時  12月16日（木）16時20分〜17
時50分 方法  オンライン配信

■日本から出来る国際協力〜アフリ
カで学んだこと〜

　日時  12月23日（木）16時20分〜
17時50分 方法  対面

 同大学堺キャンパス事務室
 (☎229-5024   FAX229-5082)か
 政策企画部民間活力導入担当
 (☎228-0289　FAX222-9694)

百舌鳥古墳群魅力発掘講座
〜百舌鳥古墳群と大阪の様々な古墳〜

全5回の連続講座です。

▽堺の古墳＝2月5日（土）

▽大阪古墳探訪＝2月19日（土）

▽和泉の古墳＝2月26日（土）

▽松原の古墳＝3月12日（土）

▽八尾の古墳＝3月19日（土）
時間  14〜15時30分
場所  サンスクエア堺(堺
市駅前)
要申込  詳しくは市 (QR
コード)参照

 世界遺産課
 (☎228-7014　FAX228-7251)

イベント

障害のある方が作った製品を販売

アクセサリーや陶器、焼き菓子など
を販売。障害者施設の様子を紹介す
るパネル展示もあります。
日時  12月14〜17日9時30分〜18時
場所  市役所高層館１階エントランス

 障害施策推進課
 (☎228-7818　FAX228-8918)

健康福祉プラザの教室

いずれも有料  要申込 12月15日まで
詳しくは健康福祉プラザ

(QRコード)参照

■障害者のための料理教室(全3回)
日時  1月22日、2月26日、3月19
日10〜12時 対象  障害のある方

■簡単おうちパン講座
　日時  1月29日
　(土)14〜16時

 同プラザ市民交流センター
 (☎275-5017　FAX243-0330)

さかい男女共同参画週間の催し

要申込  いずれも12月10日から先着順

■講演 「ま、いっか」が合言葉！〜ちょ
うどよいバランスをめざしませんか〜

　日時  1月15日(土)
14〜16時
場所  フェニーチェ
堺(20ページ参照)　
手話通訳・要約筆
記あり

講師・コウケンテツさん

■ワークショップ
場所  東文化会館(北野田駅前)

▽「笑顔でつなぐ心のコミュニケー
ション」

　日時  1月16日(日)10〜12時

▽「消防の仕事から見る男女共同」
　日時  1月16日(日)13時30分〜
　15時30分

 男女共同参画推進課
 (☎228-7408　FAX228-8070)

松原・堺をなぞろう謎ラリー

両市の各スポットを巡り問題を解く
と、抽選で特産品などが当たります。
日程  11月17日〜1月30日
詳しくは市 (QRコード)
参照

 観光推進課
 (☎228-7493　FAX228-7342)

日本遺産の魅力をおうちで満喫！
竹内街道・横大路（大道）まつり

オンラインで開催中。街道にまつわる
歴史講演会やウォーキングガイドツ
アーの動画配信、抽選で特産品が当
たるデジタルスタンプラリーなど。
日時  1月31日17時まで
詳しくはイベント （QRコ
ード）参照

 竹内街道・横大路（大道）活性
化実行委員会（大阪市建設局）

（☎06-6615-6425）か
 観光推進課
 (☎228-7493　FAX228-7342)

個性豊かな古墳が大集合！
関西古墳サミット

古墳を有する関西の自治体が一堂に
集まり、それぞれの魅力や取組を発
信します。古墳グッズの販売やパネ
ル展の開催も。
日時  1月14日(金)13〜16時　
場所  フェニーチェ堺(20ページ参照)
要申込   詳しくは市 (QR
コード)参照

 世界遺産課
 (☎228-7014　FAX228-7251)

堺バードグランプリ
野鳥の写真を投稿しませんか

堺いきもの情報館の とInstagram
で、市内で撮影した野鳥(カラス・
ドバト・カワウ・ムクドリを除く)
の写真を募集します。
受付  12月1日〜2月28日
投稿方法など詳しくは同
館 (QRコード)参照

 環境共生課
 (☎228-7440　FAX228-7317)

包丁研ぎ方教室

堺打刃物伝統工芸士が指導します。
日時  12月23日(木)13〜14時30
分、15〜16時30分
場所  堺市産業振興センター(中百舌
鳥駅前)
有料  要申込  12月10日まで　
詳しくは堺市産業振興セン
ター (QRコード)参照

 同センター
 (☎255-1223　FAX255-5200)

インバウンドガイド講座 in 泉州

アフターコロナに向けて、泉州を訪
れる外国人観光客を案内するガイド
を育成します。

▽英語ガイド＝1月15・22・29日　

▽ 中国・韓国語ガイド＝1月15・
23・30日
場所  1月15日はオンライン、その他
は泉州ビル（岸和田市宮本町27-1）
要申込  12月20日まで。
専用 (QRコード)参照

 KIX泉州ツーリズムビューロー	
	 (☎072-436-3440)か
	 観光企画課
	 (☎228-7493　FAX228-7342)

多文化交流プラザ・さかいで
中国語や英語を学びませんか

■中国文化・中国語講座(基礎編)
中国出身の講師が指導し、日本人
アシスタントがサポートします。
日時  1月18日〜3月22日の火曜
日18時30分〜20時
有料  要申込  12月16日まで。詳
しくは堺日中友好協会事務局(多
文化交流プラザ・さかい内)へ

■Kiwi English(初級)
ニュージーランド出身の講師が高
校レベルの英語を指導し、日本人
アシスタントがサポートします。
日時  1月13日〜3月17日の木曜
日18時30分〜20時
有料  要申込  12月15日まで。詳
しくは堺ウェリントン協会事務局
(多文化交流プラザ・さかい内)へ

 同プラザ
 (☎340-1090　FAX340-1091)

異国の料理や食文化を学ぼう！

■ブルネイ料理のレシピ動画を公開

ブルネイの定番料理「ナ
シ・カトック」【写真】に関
する動画を市 (QRコー
ド)で公開しています。

■カンボジアの食文化をZoomで
　紹介

プノンペン在住の
講師が、カンボジ
ア料理【写真】を作
りながら食文化の
話をします。
日時  1 月 1 8 日
(火)14〜15時30分
要申込  12月1日から先
着順。詳しくは市 (QR
コード)参照

 堺・アセアンウィーク実行委員会
事務局（アセアン交流推進室内)　

 （☎222-7343　FAX228-7900)
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 ソフィア・堺　中文化会館 ☎270-8110
℻270-8119

中区深井清水町1426

開館   9～22時　
休館   月曜日(プラネタリウムは7・8日も)、
           12月29日～1月4日

こども科学教室～実験＆ものづくり～（全3回）

　 ▽やじろべえでバランス学

　 ▽イオンと食べもの  ▽ビックリ！磁石のヒミツ

1月15日、2月19日、3月5日
14～16時

有料  
対象  小学生
要申込  

長期講座(1～3月期)

▽ヨガ　　　　 ▽ハワイアンフラ　

▽気功太極拳　 ▽自きょう術　

▽こどもアート～絵画＆造形～

有料  
要申込  

プラネタリウム「堺星空館」
一般投影　詳しくは 参照 有料  

小学生以下は
保護者同伴特別投影「星と音楽の夕べ」

12月24日(金)18時から

 ビッグバン ☎294-0999
℻294-0998

南区茶山台1丁9-1

開館   10～17時
休館  月曜日、12月28日～1月1日

絵本作家さいとうしのぶ展「ほかほかぺろり」 11月30日～3月21日 ー

ワークショップ「ペタペタパタパタ♪わたしモノガ
タリ～絵本をつくろう～」 12月土・日曜日 要申込  有料  

対象  小学生

堺市都市緑化センター ☎247-0310
℻247-1492

堺区東上野芝町1丁4-3

開館   9時30分～17時（入館は16時30分
まで）　休館   月曜日、12月29日～1月3日

趣味教養としての庭の管理講座 1月13日(木) 要申込  

渡り鳥パンダガモを見に行こう 1月16日(日) 要申込  

みそ作り教室 1月30日(日) 有料   要申込

堺自然ふれあいの森 ☎290-0800
℻290-0811

南区畑1740

開園   9～16時（11～2月）
休園   月曜日、12月29日～1月3日

ふれあいの森収穫祭
　 ▽餅つき　 ▽どんぐりの学習と種まき 12月18日(土)10～12時 有料  要申込  

対象  小学生

 堺市博物館 ☎245-6201
℻245-6263

堺区百舌鳥夕雲町2丁　大仙公園内

開館  9時30分～17時15分
休館  月曜日、12月28日～1月4日

体験学習会　昔の道具・遊びを体験しよう 1月23日、2月26日13～14時、
14～15時、15～16時

要申込  
対象  小学生以上

 フェニーチェ堺 ☎223-1000
℻223-1005 堺区翁橋町2丁1-1

人間国宝・桐竹勘十郎を迎え上演
人形浄瑠璃文楽「義経千本桜」

3月6日(日)16～18時
(1月15日、2月27日に事前セミナー開催予定)

有料  要申込  音楽のあるひととき
ストリングス・サミット
～8人の弦楽器奏者が魅せる音の対話～

3月17日（木）14～15時

文化活動で輝くあなたを応援！ホール・スタジオ利用者や舞台出演者を募集

堺市博物館

■次世代モビリティによる展示鑑賞体験
自動追従型のモビリティに乗って展示物を鑑賞
する体験会です。
日時  12月20日(月)10・11・13・14・15・
16時から(各回30分)
要申込  
詳しくはさかい新事業創造センター

(QRコード)参照

 同センター
 (☎240-3775　FAX240-3662)

■混雑状況をホームページで確認できます
堺市博物館の混雑状況を3段階で伝
える「混雑ランプ」を12月から同館

(表内QRコード)に試験導入しま
す。来場の際はご活用ください。

フェニーチェ堺

いずれも有料  要申込  
詳しくは堺市文化振興財団 参照

■未来の音楽授業！アキラ塾
テレビなどでおなじみの宮川彬
良さん【写真】が先生となって、
堺スペシャル版の授業を開講
します。
日時  2月20日(日)14～16時

■映画「砂の器」シネマ・コンサート

松本清張原作映画の全編上映を、日本センチュ
リー交響楽団のフルオーケストラによる全曲生
演奏と共にお楽しみください。
日時  2月28日(月)15時30分～18時30分

 堺市文化振興財団
 (☎228-0880　FAX228-0115)

施　設

市内の学生や文化団体を応援　ホールなどの利用が無料・半額に

日程  12月1日～2月28日
対象  ▽ 学生(未就学児含む)のグループ(クラス、部活動、サーク

ルなど)＝無料
　　  ▽市内を拠点に活動する文化団体＝半額

対象施設 対象施設  フェニーチェ堺、中・東・西・栂・美原文化会館、文化館、サ
ンスクエア堺、堺市産業振興センター 申込  各施設へ

スプリングフェスティバル
舞台出演グループ募集

日時  5月21日(土) 場所  フェニーチェ堺
対象  音楽やダンスなどのグループ
2月6日の説明会への参加が必要。
有料  詳しくは市 (QRコード)参照

 生涯学習交流サロン
 (担当・西  ☎090-7885-6757) 堺市文化芸術応援事業実行委員会(☎228-0114   FAX228-0115)
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 図書館
中央 堺区大仙中町18-1 ☎244-3811　

℻244-3321
休館  
月曜日、
12月7・
29日〜
1月3日

東 北野田駅前 ☎235-1345　
℻236-1517

知的書評合戦ビブリオバトル
（全国大会inいこま　予選会）

12月12日(日)14～15時
中央図書館 要申込  (中央)

保護者向け講座
「お年玉どう使う？親子のお金教室」

12月26日(日)14～15時30分
東図書館 要申込  (東)

 さかい利晶の杜 ☎260-4386
℻260-4725

堺区宿院町西2丁1-1

開館  9〜18時（入館は17時30分まで） 
休館  12月29日〜1月3日

ナイトミュージアム&どこでも劇場 12月4日(土)21時まで（入館は20時30分
まで）、どこでも劇場は19～19時30分 —

歴史講座
「与謝野晶子さんについて学んでみよう！」

12月19日(日)
10〜11時15分、13〜14時15分

有料  要申込
対象  小学5年生以上

 人権ふれあいセンター
堺区協和町2丁61-１ 休館  月曜日、12月29日〜1月3日
スポーツ・文化交流ホール
☎244-8785 ℻244-4100

青少年交流講座
①習字　②マジック　③紙粘土で作る干支

12月25日①13時15
分～14時45分
②15時30分～17時　
③1月15日13時15
分～14時45分

有料  
家族ふれあい
講座と初めて
のお花講座

要申込  
(スポーツ・文
化交流ホール)

対象  市内在住・
在学の
①小学3～6年生　
②③小・中学生

家族ふれあい講座
クッキング～米粉のシフォンケーキ～

1月8日(土)
10～11時30分

対象  市内在住・
在学の小・中学生と
その保護者

初めてのお花講座　正月花 12月26日(日)
13～15時

対象  15歳以上の方
(中学生を除く)

 コクリコさかい ☎223-9153
℻223-7685

堺区宿院町東4丁1-27
開館  9時〜17時30分
休館  月曜日、12月29日〜1月3日

堺　自由の泉大学・
男女共同参画一般教養講座(12月 ) 要申込  詳しくは市 (表内QRコード)参照

 サンスクエア堺
☎222-3561

℻222-8522

堺区田出井町2-1
開館  9〜22時　休館  第2・4月曜日、
12月29日〜1月4日

卓球教室（①初級②中級） 1月14日〜3月25日の金曜日①9時30
分〜11時②11時10分〜12時40分

有料  要申込  
バドミントン教室 2月10日〜3月24日の木曜日

19〜21時

 体育館

大浜 ☎225-4421　℻225-4425 鴨谷 ☎296-1717　℻294-1766
原池公園 ☎278-1004　℻278-1044 金岡公園 ☎254-6601　℻251-0509

初芝 ☎285-0006　℻285-7318 美原
美原B&G ☎361-4511　℻361-4513

家原大池 ☎271-1718　℻271-1793

障害のある児童・生徒のための無料開放 いずれも9～12時  12月18日 場所  金岡公園、25日 場所  初芝

来年度の年間専用使用の受け付けを12月から開始します。詳しくは各館へ。

各館教室　有料　要申込  いつでもグラウンドゴルフ以外

▽いつでもグラウンドゴルフ(美原) 12月2日〜23日の
木曜日

8時20分〜
10時30分 雨天中止

▽トランポリン体験会(鴨谷) 12月25日(土)
9時30分〜
10時30分

対象  平成27年4月2日
〜30年4月1日生まれ

11〜12時 対象  小学1〜3年生

▽ジュニア体操コース(初芝)

1月11日〜3月15日の
火曜日

15時45分〜
16時45分

対象  平成27年4月2日
〜29年4月1日生まれ

1月7日〜3月18日の
金曜日

16時20分〜
17時20分 対象  小学1〜3年生

▽親子ふれあい体操スクール
　(原池公園) 12月6〜27日の月曜日 9時20分〜

10時5分
対象  2歳児以上と
保護者

▽定期スポーツ教室
　(金岡公園)

ジュニアスポーツ 1月5日〜3月16日の
水曜日（2月23日除く） 15時50分〜

16時50分

対象  小学1〜3年生

幼児体操 1月6日〜3月17日の
木曜日（2月24日除く） 対象  4・5歳児

イベント

堺 アルフォンス・ミュシャ館
テーマ展示「ミュシャが描いたクリスマス」

ミュシャの作品からクリス
マスに注目し、日本玩具博
物館の世界のクリスマスコ
レクションと併せて展示し
ます。
日程  1月30日まで
開館  9時30分～17時15分
(入館は16時30分まで)
休館  月曜日、12月29日～
1月4日

 堺 アルフォンス・ミュシャ館
 (堺区田出井町1-2-200　
 ☎222-5533　FAX222-6833)

12月のハーベストの丘

開園  10～17時　休園  水曜日（29日は除く）

▼クリスマスツリー
 を飾ろう
日時  12月5日(日)
10時から
(なくなり次第終了)

▼グルメ体験
 クリスマスミニケーキ作り
日時  12月毎日15時から
有料  要申込  　

 ハーベストの丘
 (南区鉢ヶ峯寺2405-1
 ☎296-9911　FAX296-9920)

■農産物直売所｢またきて菜｣
▷12月11・12日は12周年創業祭を開催。
▷販売品目を拡大中。12月はアスパラガスと

似た味のアスパラ菜を販売。
　特売情報は、またきて菜 （QRコード）参照

 またきて菜（南区鉢ヶ峯寺
 2036-1　ハーベストの丘駐車場
 内　☎296-9926)

町家歴史館 昆布と堺打刃物展

日程  12月1～20日　有料  入館料

 山口家住宅(堺区錦之町東1丁
 2-31　☎FAX224-1155)

鉄加工の技術がつなぐ
古墳とおぼろ昆布

巨大古墳の築造には、大陸伝来の鉄の加工技
術が不可欠でした。これらの鉄加工の伝統を
引き継ぎ、堺は戦国時代に「堺を制する者は
天下を制す」と言われるほどの日本一の鉄砲
の生産地になりました。
江戸時代になると、たばこの葉を刻む「たば
こ包丁」が作られます。その切れ味は、幕府が
専売品とするほどの素晴らしさだったとか。
そして、これらの優
れた堺の包丁は、
おぼろ昆布の加工
など食文化の発展
にも大きな影響を
与えました。

ご存じですか

「ル・ゴロワ」誌表紙
（1896年クリスマス号）


