
大阪弁護士会堺法律相談センターの相談（月～金曜日、１０：００～１２：３０、１３：３０～１６：３０／面談・事前予約制。
有料）サラ金、労働、交通等の無料法律相談も実施。 申 込 月～金曜日、９：００～１７：００、同センター（�２２３―２９０３）へ。

司法書士総合相談センター堺の相談（月～金曜日、１３：３０～１６：３０／面談・事前予約制）登記・裁判手続
などに関する無料相談を実施。 申 込 月～金曜日、１０：００～１６：００、大阪司法書士会（�０６―６９４３―６０９９）へ。

区役所の問合先

企画総務課
�２２８―７４０３
�２２８―７８４４

子育て支援課
�２２８―７０２３
�２２２―４８０１

企画総務課
�２７０―８１８１
�２７０―８１０１

子育て支援課
�２７０―０５５０
�２７０―８１９６

企画総務課
�２８７―８１００
�２８７―８１１３

子育て支援課
�２８７―８１９８
�２８６―６５００

企画総務課
�２７５―１９０１
�２７５―１９１５

子育て支援課
�３４３―５０２０
�３４３―５０２５

企画総務課
�２９０―１８００
�２９０―１８１４

子育て支援課
�２９０―１７４４
�２９６―２８２２

企画総務課
�２５８―６７０６
�２５８―６８１７

子育て支援課
�２５８―６６２１
�２５８―６８８３

企画総務課
�３６３―９３１１
�３６２―７５３２

子育て支援課
�３４１―６４１１
�３４１―０６１１

堺区役所 中区役所 東区役所 西区役所 南区役所 北区役所 美原区役所

�市民相談・人権相談【電話相談も可】
（日常生活での問題や人権の問題など） 月～金曜日、９：００～１７：００、各区役所企画総務課で。 問合 各区役所企画総務課へ

�法律相談
（予約開始日�土・日曜日、祝休日の場合
は直前の執務日�の９：００から電話予
約。先着各６人）

相談日 月・水・金曜日
１３：００～１６：００

火・木曜日
１３：００～１６：００

水・金曜日
１３：００～１６：００

金・火曜日
１３：００～１６：００

月・水曜日
１３：００～１６：００

木・月曜日
１３：００～１６：００

木曜日
１３：００～１６：００

全区を通じて、
同じ内容の相談は１回限り
１回２５分以内
問合 各区役所企画総務課へ

予 約
開始日

相談日の
前日

相談日直前の
月曜日

相談日直前の
火曜日

相談日直前の
木曜日

相談日直前の
金曜日

相談日直前の
水曜日

相談日直前の
月曜日

※�の法律相談については、できるだけ多くの市民の方に公平に相談の機会を設けるため、同じ内容の相談は全区を通じて１回限りとしています。
�行政相談【電話相談も可】
（国の行政全般についての苦情・要望など）

６／１４
１４：００～１６：００

５／１１
１４：００～１６：００

６／２５
１４：００～１６：００

５／１６
１４：００～１６：００

６／１９
１４：００～１６：００

５／２３
１４：００～１６：００

６／１８
１４：００～１６：００

問合 市政情報課（�２２８―７４７５
�２２８―７４４４）へ

�人権擁護委員による人権相談
【電話相談も可】

５／１０
１４：００～１６：００

５／２５
１４：００～１６：００

５／１５
１４：００～１６：００

５／９
１４：００～１６：００

５／８
１４：００～１６：００

５／１６
１４：００～１６：００

５／２
１４：００～１６：００

問合 人権推進課（�２２８―７４２０
�２２８―８０７０）へ

�行政書士による相談（遺言、相
続、契約などの書類作成に関することなど）
※予約開始日の９：００から電話予約。先着
各４人。

相談日 ６／１９
１０：００～１２：００

６／１５
１０：００～１２：００

５／８
１０：００～１２：００

６／２０
１０：００～１２：００

５／１７
１０：００～１２：００

５／１１
１０：００～１２：００

６／２５
１０：００～１２：００ １回２５分以内

問合 各区役所企画総務課へ予 約
開始日 ６／１３ ６／１１ ５／２ ６／１４ ５／１１ ５／７ ６／１９

�交通事故相談【電話相談も可】 月～金曜日、１０：００～１７：００、堺区役所企画総務課で。 問合 堺区役所企画総務課へ
�登記・測量相談（電話予約可。先着各６人） ５／９・２３、１３：００～１６：００、堺区役所企画総務課で。１回２５分以内。 問合 堺区役所企画総務課へ

	教育相談【電話相談も可】（小・中学生の家庭
教育や学校生活、転校手続きなど）

月～金曜日、９：００～１７：００、各区役所企画総務課（区教育・健全育成相談窓口）で。FAX番号は各区役所企画総務課と同じです。 問合 各区役所区教育・健全
育成相談窓口へ�２２８―０２９２ �２７０―８１４７ �２８７―８１０９ �３４３―５０８０ �２９０―１８０５ �２５８―６７４８ �３４０―５５１１


児童相談（子どものしつけ、虐待、非行、家族関係など） 月～金曜日、９：００～１７：３０、各区役所子育て支援課（家庭児童相談室）で。

問合 各区役所子育て支援課へ
�ひとり親相談（離婚後の生活や不安、児童の養育など） 月～金曜日、９：００～１７：３０（母子・父子自立支援員は月・火・木・金曜日の９：００～１６：００）、各区役所子育て支援課で。
�女性相談（離婚、夫の暴力、生活など） 月～金曜日、９：００～１７：３０（女性相談員が不在の場合もありますので、ご確認ください）、各区役所子育て支援課で。

子育て相談【電話相談も可】
（乳幼児のしつけ、健康、成長発達など）

月～金曜日、９：００～１７：３０、各区役所子育て支援課で。FAX番号は各区役所子育て支援課と同じです。
�２２８―７０２３ �２７８―０１７８ �２８７―８６１２ �２７１―１９４９ �２９０―１７４４ �２５８―６６２１ �３６３―４１５１

�労働相談（解雇、賃金未払いに関するトラ
ブルなど）【面談は予約制】

雇用推進課で
実施Ｐ１１参照

５／９・２３ ５／１０・２４ ５／２・１６ ５／１１・２５ ５／８・２２ ５／１・１５ 問合 雇用推進課（�２２８―７４０４
�２２８―８８１６）へいずれも１２：４５～１５：４５。面談予約は平日９：００～１７：３０（直前執務日締切）、雇用推進課へ。

�就労相談
（求人情報の提供、就職活動のサポートなど）

ジョブシップさかい
で実施Ｐ１１参照

水曜日
１０：００～１２：００

月曜日
１０：００～１２：００

月曜日
１４：００～１６：００

木曜日
１４：００～１６：００

金曜日
１４：００～１６：００

水曜日
１４：００～１６：００

問合 ジョブシップさかい（�
０１２０―０１０９０８ �２４４―３７７１）へ

�生活・仕事相談（くらしや仕事の困りごと
など）※堺区以外は、社会福祉協議会区事務所で
実施。

「すてっぷ・堺」
で実施（※）

木曜日
９：３０～１７：００

火曜日
９：３０～１７：００

水曜日
９：３０～１７：００

月曜日
９：３０～１７：００

水曜日
９：３０～１７：００

火曜日
９：３０～１７：００

問合 堺市生活・仕事応援セ
ンター「すてっぷ・堺」（�２２５―
５６５９ �２２２―０２０２）へ（※）「すてっぷ・堺」（堺市総合福祉会館内）では、どの区にお住まいの方でも相談できます（月～金曜日、９：００～１７：３０）。

無料。１２：００～１２：４５を除く。祝休日は休み。�～�は、どの区でも可。
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子育て支援課子育て支援課

「ポールを使ったエクササイズ」
無料体験会

のびやか健康館

校 区 別 あ そ ぼ う 会

�区役所子育てひろば�ゆめひろば�
ゆめひろば（北区役所５階）では就学

前の子どもとその保護者が気軽に集

い、交流したり、おもちゃで遊んだり

しています。子育てに関する相談や、

地域の子育て支援情報も提供します。

月～金曜日（祝休日、年末年始を除

く）、午前１０時～正午、午後０時４５分

～４時。

就学前の子どもとその保護者、妊婦

が対象。無料。直接会場へ。

�ゆめひろば子育て講座「リトミッ
クで遊ぼう�」
歌を歌ったり、ピアノの音に合わせ

て体を動かしたりする、リトミック遊

びを行います。

５月２４日（木）、午前１０時３０分～１１時

１５分、北区役所１階大会議室で。１歳

６カ月以上の就学前の子どもとその保

護者が対象。無料。
申 込 ５月１０日、午前１０時から電話

で同課へ。先着２０組。

４月２３日～５月１２日は「こどもの読

書週間」です。

■休館日 ５月７・１４・２１・２８日。
■開館時間 火～金曜日�午前１０時～
午後８時、土・日曜日、祝日�午前１０
時～午後６時
■５月のブックフェア
毎月テーマを決めて本の紹介をして

います。展示している本は借りること

ができます。

【一般向け】花いっぱいになあれ

【児童向け】かぞくのはなし

■読書会
同じ本を読んで、感想を語り合いま

せんか。いずれも北区役所３階研修室

で。

�新金岡子どもの本を読む会�本は
マイケル・モーパーゴ著の「発電所の

ねむるまち」と「だれにも話さなかった

祖父のこと」。５月９日（水）、午前１０

時～正午。費用１００円。

�新金岡読書会�本は宮部みゆき著
の「火車」。５月１３日（日）。ヨナス・ヨ

ナソン著の「窓から逃げた１００歳老

人」。６月３日（日）。いずれも午後２

～４時。無料。

申し込み方法など詳しくは、同館

へ。

■おはなし会
子ども向けに昔話などの語り聞かせ

や絵本の読み聞かせを行います。

５月５・１２・１９・２６日、午後３～３

時３０分、３階おはなし室で。無料。直

接会場へ。

■絵本よみきかせ
手遊びや童歌、

絵本の読み聞かせ

を行います。赤ち

ゃんから参加でき

ます。５月３・１７

日、午前１１～１１時

３０分、同館閲覧室

で。無料。直接会場へ。

■土曜日のよみきかせ
５月１２日（土）、午前１１～１１時３０分、

３階おはなし室で。無料。直接会場へ。

■対面朗読室
視覚に障害のある方や、活字資料の

利用が困難な方を対象に、ボランティ

ア団体の協力を得て、朗読サービスを

行っています。ボランティアの方によ

る対面朗読サービスには、事前の申込

みが必要です。詳しくは同館へ。

北区へ引っ越して間もない就学前の

子どもとその保護者、妊娠中の方を対

象に、地域について知り、交流を深め

ることを目的に子育て講座を開催しま

す。講座内容は、「地域の子育て支援

サービスの紹介」や「交流会」です。慣

れない地域で不安、もっと地域のこと

を知りたい、親子で友だちを作りたい

という方、ぜひご参加ください。親子

で参加できます。

５月３１日（木）、午前１０～１１時３０分、

北区役所５階子育て支援課キッズルー

ムで。無料。直接会場へ。

６月も実施します。詳しくは来月号

でお知らせします。
問 合 子育て支援課（�２５８―６６２１

�２５８―６８８３）へ。

同じ校区に住む就学前の子どもとその

保護者を対象に、遊びの提供やサークル

を紹介しています。

同じ年代の子どもを持つ保護者同士の

交流をとおして、仲間づくりや子育ての

悩みなどを気軽に話し合う場です。ぜひ

ご参加ください。

校区の民生委員児童委員やボランティ

ア、保育士、保健師が子育ての相談にも

応じます。

今月は大泉校区で開催します。

５月２４日（木）、午前１０～１１時３０分、

大泉学園体育館（北区新金岡町４丁９―

１）で。無料。直接会場へ。
問 合 北区役所子育て支援課（�２５８―

６６２１ �２５８―６８８３）へ。

移動図書館のご利用を
最寄りの移動図書館を気軽にご利用ください。交通事情により遅れることもあ

ります。また、北区以外の日程は中央図書館（�２４４―３８１１ �２４４―３３２１）へ。

円柱状のポールを使って、疲労回復の

促進や姿勢改善を目的とするストレッ

チ、エクササイズを行います。簡単な動

作や運動ですので気軽に参加ください。

５月１８日（金）、正午～午後１時、のび

やか健康館（北区金岡町２７６０―１）で。１６

歳以上の方が対象。無料。動きやすい服

装で、タオル、飲み物持参。
申 込 ５月７日、午前１１時から直接か

電話で同館（�２４６―５０５１ �２４６―５０４１�水
曜日休館�）へ。先着２０人。

駐車場所

中百舌鳥公園団地内 中央広場

サンヴァリエ中百舌鳥集会所前

北花田第一公園

府営浅香山住宅８棟北

中百舌鳥公園団地内 中央広場

北花田第一公園

府営浅香山住宅８棟北

サンヴァリエ中百舌鳥集会所前

中百舌鳥公園団地内 中央広場

駐車時間

１０：００～１１：３０

１３：３０～１４：２０

１３：３０～１４：３０

１４：５０～１５：５０

１０：００～１１：３０

１３：３０～１４：３０

１４：５０～１５：５０

１３：３０～１４：２０

１０：００～１１：３０

日程

３日（祝日）

６日（日）

１１日（金）

１７日（木）

２５日（金）

２７日（日）

３１日（木）

５
月

北図書館
問 合 �２５８―６８５０

�２５８―６８５１
問 合 �２５８―６６２１ �２５８―６８８３へ。

平成３０年（２０１８年）５月１日２


