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場所
ダイエー北野田店（東区丈六１８３―
１８）地下１階イートインコーナー前
イズミヤ泉北店（中区小阪２７０）地
下１階食品サービスコーナー前
美原区役所
本館１階風の広場
イトーヨーカドーアリオ鳳店（西区鳳
南町３丁１９９―１２）１階アリオコート横

日程
３／１２
（金）
３／１６
（火）
３／１８
（木）
３／２０
（祝日）

関西大学堺キャンパス図書館
市民利用者を募集
関西大学堺キャンパス（堺区香ヶ丘
町１丁１１―１）図書館の市民利用者を
募集します。
利用期間は４月～来年３月（７・１
月は利用制限あり）で、同大学千里
山キャンパス（吹田市山手町）の総合
図書館も利用できます。�市内在住
で平成１１年４月１日以前に生まれた
方（大学生・大学院生・大学教職員
の方を除く） ￥年６，０００円
��で住所と年齢が確認できるもの
（運転免許証など）を持って、３月４
～１９日（日曜日を除く）、１０～１７時に
同大学堺キャンパス図書館へ。�７０
人
�同大学堺キャンパス図書館（�２２９
―５１３８ �２２９―５１４５）か政策企画部民
間活力導入担当（�２２８―０２８９ �２２２
―９６９４）

献血にご協力を ３月の会場
�堺東献血ルーム�日程木曜日を除
く毎日（要予約）
�旭精工�日程３日
�イオンモール堺鉄砲町�日程６・
７日
�アリオ鳳�日程８・１８日
�イオンモール堺北花田�日程２０日
�アンディイズミヤ泉北店�日程２７
日
�大阪府赤十字血液センター（�
０１２０―３２６７５９）か市民協働課（�２２８―
７４０５ �２２８―０３７１）

宝くじの購入は市内の売り場で
市内で購入された宝くじの収益金
は、認定こども園の整備や子ども医
療費助成など、身近なところで役立
っています。
�近畿宝くじ�スクラッチ（常時）、
１００円くじ（３月３～２３日）、春一番
くじ（３月１０～３１日）
�全国自治宝くじ�スクラッチ（常
時）
�バレンタインジャンボ�１等前後
賞合わせて３億円（３月５日まで）
�資金課（�２２８―７１９１ �２２８―７８５６）

堺市営住宅管理センターの
営業日を変更します
４月から、堺市営住宅管理センター
（堺区中瓦町１丁１―２１ 堺東八幸ビ
ル４階）の開設日を、月～土曜日９
～１８時に変更します（祝休日も開
設）。
詳しくは住宅管理課（�２２８―８３４３
�２２８―８０３４）へ。

霊園・霊堂へは公共交通機関で
お彼岸に霊園・霊堂（南区鉢ヶ峯寺
７７３）にお参りする方は、できるだけ
電車・バスをご利用ください。
南海バスでは３月２０・２１日は、泉ケ
丘駅南側２番乗り場から霊園の外周
を通る臨時バスを運行しますのでご
利用ください。
詳しくは南海バス�参照。
�堺市霊園・霊堂（�２９２―７４５５ �
２９２―４４３１）

春の火災予防運動
防火意識を高めましょう
３月１～７日、春の火災予防運動を
実施します。
■昨年の火災原因別発生件数（市消
防局管内）
�１位�放火（疑いを含む）２３件
�２位�こんろ２１件
�３位�たばこ１８件
■３つの習慣
�寝たばこは絶対にしない
�ストーブは燃えやすいものから離
して使用し、外出時・就寝前には必
ず消す
�こんろのそばを離れるときは、必
ず火を消す
■４つの対策
�逃げ遅れを防ぐために住宅用火災
警報器を設置し、定期的に作動を確
認する
�寝具や衣類、カーテンは防炎品を
使用する
�火災を小さいうちに消すために住
宅用消火器などを設置する
�高齢の方や障害のある方を守るた
めに、隣近所の協力体制を作る
�予防査察課（�２３８―６００５ �２２８―
８１６１）

路上喫煙等禁止区域を変更し
喫煙所を移設しました
１月から堺東ジョルノビル前道路を
路上喫煙等禁止区域に指定しまし
た。また、次のとおり喫煙所を移設
しました。
	ジョルノビル前道路の北東角へ
（堺東駅前デッキ上から）

市役所向かいへ（大小路筋の郵便
局向かい側から）

喫煙所はマナーを守ってご利用くだ
さい。
�環境業務課（�２２８―７４２９ �２２９―
４４５４）

３月１～７日は建築物防災週間
期間中、建築物に関する防災意識の
向上を呼びかけます。
皆さんも、もしもに備えて避難経路
の確保、建築物の設備・外壁・耐震
性などについて確認・点検をしまし
ょう。建築物の用途や規模によって
は、建築物・建築設備・防火設備な
どに関する定期調査・検査の報告が
必要な場合があります。所有者や管
理者は、ご確認ください。
�建築防災推進課（�２２８―７４８２ �
２２８―７８５４）

飼い犬の登録と狂犬病予防注射を
飼い犬の狂犬病予防集合注射を行い
ます。直接会場へ。
￥１頭につき注射２，７５０円と注射済
票交付手数料５５０円。未登録犬は別
途、登録手数料３，０００円が必要。
時間	
１３時３０分～１５時３０分、��
１３時３０分～１４時３０分。
	４月３日（土）�東区役所

４月４日（日）�南区役所
�４月６日（火）�堺保健センター
�４月８日（木）�家原大池体育館
４月９日以降は各区広報紙参照。
注意事項などは、市�参照。
その他、屋内会場として動物病院で
も実施しています（４月１～１５日）。
�動物指導センター（�２２８―０１６８
�２２８―８１５６）

蚊の発生を防ぎ快適に
地域ぐるみで蚊の発生を防ぐため、
自治会などの申し込みにより、公道
の雨水ますに投入する防除薬を無償
提供しています（数に限りあり）。
また、家庭内では発生源となる水た
まりをなくし、雨水ますには防虫網
を張りましょう。
�生活衛生センター（�２９１―６４６４
�２９１―６４６５）

サイバー犯罪にご注意!
２月１日～３月１８日はサイバーセキ
ュリティ月間です。この機会にイン
ターネットを安全に利用するための
対策を見直しましょう。
■急増中の電子メールやウェブサイ
トを使用したフィッシング詐欺に要
注意
�添付URLをクリックしない
�安易に個人情報を入力しない
�ID・パスワードを使い回さない

対策方法などはこちら�

大阪府警 サイバー犯罪
�市民協働課（�２２８―７４０５ �２２８―
０３７１）

マイナンバー通知カードの
受け取り
マイナンバーをお知らせする通知カ
ードが受け取れなかった場合、区役
所市民課で返戻された通知カードを
保管しています。
昨年３月までに返戻された通知カー
ドは、３月末に廃棄します。受け取
りがまだの方は、お早めにお受け取
りください。
�区役所市民課（��区１ページ）か
戸籍住民課（�２２８―７７３９ �２２８―
０３７１）

水銀体温計・温度計・血圧計
回収キャンペーン
ご家庭に水銀体温計・水銀温度計・
水銀血圧計はありませんか。
次のとおり回収キャンペーンを行い
ます。お持ちいただいた方にエコバ
ッグをプレゼントします（�１５０
人）。
水銀製品はケースや袋に入れてお持
ちください。
時間１０～１４時（２０日は１６時まで）

�環境事業管理課（�２２８―７４７８ �
２２９―４４５４）

日本語指導員を募集
市立学校園に在籍する外国から帰国
・渡日して間もない幼児・児童・生
徒へ、自立支援を行う指導員を募集
します。
�幼児・児童・生徒の指導に必要な
語学に堪能な方、日本語指導ができ
る方。登録制。謝礼金あり。
登録方法などは、市�参照。
�人権教育課（�２２８―７４８４ �２２８―
７４２１）

不動産無料相談会
空き家などの不動産の売買や賃貸に
関する相談を受け付けています。
日時第３水曜日（祝休日、年末年始
を除く）１０～１３時 場所全日本不動
産協会大阪南支部（西区鳳北町６丁
３２０） ￥無料
申込方法は、同支部�参照。
�同支部（�２６３―７２２２）か住宅まちづ
くり課（�２２８―８２１５ �２２８―８０３４）

キャッシュレス決済で最大５，０００円のマイナポイントが
もらえるサービスが９月末まで延長されます。ポイント
を取得するためには、３月末までにマイナンバーカード
の交付申請を行う必要があります。

■マイナポイントの支援窓口
日時月～金曜日９～１７時３０分（祝日
を除く）、３月２７・２８日９～１２時
場所各区役所 持ち物マイナンバーカードと暗証番
号、利用するキャッシュレス決済サービス
�ICT イノベーション推進室（�２２８―７２６４ �２２８―

マイナポイント取得ナビ
７８４８）

発行日までにお届けします。お届けは
午後８時までとなりますので、ご家庭
により宅配時間が異なります。
発行日を過ぎても届かないときは、上
記のフリーダイヤル（宅配業務受託業
者・YDS府下南部地区本部）までご連
絡ください。

�紙面�広告代理店ウィット（�０７２―
６６８―３２７５ �０７２―６６８―３２７６）
�折込広告�YDS 府下南部地区本部
（�２３２―７７７２ �２３２―７７７３）

宅配もれのお問い合わせ

広告のお問い合わせ

必要事項は
郵便番号・住所、
氏名（ふりがなも）、
電話・FAX番号

を必ず記入

�対象 ￥費用 定員…�先着 �選考
�多数の場合は抽選 �問い合わせ先
�申込方法 �はがき �往復はがき
�電話 �FAX �電子メール �郵送
�直接来館（庁）�ホームページ
�電子申請システム(市�内)

記号の見方

ひろば
情報

０１２０―２２２―４７２�
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