
大阪弁護士会堺法律相談センターの相談（予約制、電話相談不可）
相談予約は月～金曜日（祝休日を除く）、午前９時～正午、午後１～５時、同センター（堺区南花田口町２丁３―２０ 住
友生命堺東ビル６階）へ。料金は３０分以内５，２５０円、１５分延長ごとに２，６２５円（消費税込み）。３０分以内の無料サラ金相談
も実施しています。 問 合 電話で同センター（�２２３―２９０３）へ。大阪弁護士会館でも、平日夜間、土・日曜日に無料サ
ラ金相談を実施しています。詳しくは同会館（�０６―６３６４―１２４８）へ。

司法書士総合相談センター堺の相談（予約制）
大阪司法書士会は、登記及び裁判手続きと法律についての無料相談センターを開設しています。毎週月
～金曜日（祝休日を除く）、午後１時３０分～４時３０分、同センター（堺区南花田口町２丁３―２０ 住友生命堺
東ビル８階）で。
申 込 毎週月～金曜日、午前１０時～午後４時、電話で大阪司法書士会（�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
�２２２―４８００
�２２２―４８０１

企画総務課
�２７０―８１８１
�２７０―８１０１

子育て支援課
�２７０―０５５０
�２７０―８１０４

企画総務課
�２８７―８１００
�２８７―８１１３

子育て支援課
�２８６―８５００
�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
�２９０―１８１８

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
�３６２―０７６７

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
９：００～１６：００

月～金曜日
９：００～１６：００

月～金曜日
９：００～１６：００

月～金曜日
９：００～１６：００

月～金曜日
９：００～１６：００

月～金曜日
９：００～１６：００

月～金曜日
９：００～１６：００

問合 各区役所企画総務課へ

�法律相談
（予約日�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）

実施日 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・月曜日
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

実施日の
前日

実施日直前の
月曜日

実施日直前の
火曜日

実施日直前の
木曜日

実施日直前の
金曜日

実施日直前の
水曜日

実施日直前の
水曜日

※�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）

今月は実施
しません

５／１０
１４：００～１６：００

今月は実施
しません

５／１５
１４：００～１６：００

今月は実施
しません

５／２２
１４：００～１６：００

今月は実施
しません

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】

５／２
１４：００～１６：００

５／２４
１４：００～１６：００

５／２１
１４：００～１６：００

５／８
１４：００～１６：００

５／９
１４：００～１６：００

５／１５
１４：００～１６：００

５／１
１４：００～１６：００

問合 人権推進課（�２２８―７４２０
�２２８―８０７０）へ

�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） ５／８・２２、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

�児童相談（子どものしつけ、虐待、非行、
学校生活、家族関係、心の悩みなど） 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�母子相談（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（女性相談員は、堺区は月～金曜日、中・東・西・美原区は月～水・金曜日、北区は月・水～金
曜日の９：００～１６：００、南区は月～水・金曜日の１０：００～１７：００）、各区役所子育て支援課で。


労働相談（解雇、賃金未払いに関するトラ
ブルなど）【電話相談も可】

雇用推進課で
実施Ｐ１１参照

５／１０
１２：４５～１５：４５

５／９
１２：４５～１５：４５

５／１５
１２：４５～１５：４５

５／１７
１２：４５～１５：４５

５／１４
１２：４５～１５：４５

５／２１
１２：４５～１５：４５

問合 雇用推進課（�２２８―７４０４
�２２８―８８１６）へ

�就労相談
（求人情報の提供、就職活動のサポートなど）

堺市就労支援協会
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 堺市就労支援協会
（�２４４―３７１１ �２４４―３７７１）へ

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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日程 場所

５月２３日（木）
梅町公園

（百舌鳥梅町３丁）

５月のイベント

「子育て講演会」

北地域子育て支援センター（北区子育

て支援課内）では次の催しを行います。

いずれも無料。気軽にご参加ください。

�子育て講座「親子で友達づくり～お
うちあそびとおしゃべり会～」
５月２８日（火）、午前１０時４５分～１１時３０

分（受け付けは午前１０時３０分から）、北区

役所３階３０２会議室で。講師は子育て応

援プロジェクトメンバー。就学前の子ど

もとその保護者が対象。
申 込 ５月２日から電話（受付時間は

午前１０時～午後５時１５分）で同センター

へ。先着２０組。

�公園ひろば
絵本や紙芝居の読み聞かせ、遊びの紹

介や子育て情報をお知らせします。子育

てに関する相談も行います。

午前１０時３０分～１１時３０分。直接会場

へ。雨天中止。

�ほっとルーム
親子で自由に遊び、交流できる場で

す。気軽に遊びに来てください。

５月１４・１７・３１日、午前１０時～正午、

午後１～３時、北区役所５階キッズルー

ム（和室）で。

�北区子ども家庭フォーラム
�講演会「子どもの世界に学ぶ」
５月３０日（木）、午前１０時～正午（受け

付けは午前９時３０分から）、百舌鳥こど
も園で。講師は観心寺保育園元園長・渡

辺範子さん。子育てアドバイザー・森本

典子さんによる親子ふれあい遊びもあり

ます。０歳児～就学前の子どもとその保

護者が対象。
申 込 ５月７日、午前１０時から電話で

同センターへ。先着１００組。

�「ほめて育てる効果的な育児方法～
幼児版コモンセンスペアレンティング
～」
６月８日（土）、午前１０～１１時４０分、（受

け付けは午前９時３０分から）、金岡南小学
校体育館で。講師は北保健センター保健

師。みんなのWell.net・阪本裕野さん

による「親子で体操」もあります。０歳児

～就学前の子どもとその保護者が対象。
申 込 ５月２１日、午前１０時から電話で

同センターへ。先着１００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１３・２０・２７日。

■開館時間 火～金曜日�午前１０時～
午後８時、土・日曜日、祝休日�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】写真の魅力

【児童向け】おべんとう大好き�

■おはなし会
子ども向けに絵本の

読み聞かせや語り聞か

せを行います。

５月４・１１・１８・２５

日、６月１日（いずれ

も土曜日）。午後３～３時３０分。無

料。直接会場へ。

■絵本よみきかせ
絵本の読み聞かせを行います。５月

２・１６日。午前１１～１１時３０分。無料。

直接会場へ。

■読書会
図書館では読書グループの活動を案

内しています。詳しくはお問い合わせ

ください。

問 合�２５１―１５１２ �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へお問い合わせください。
問 合 中央図書館（�２４４―３８１１ �２４４―３３２１）へ。

北まちかど子育てサポートルーム（北

区新金岡町４丁１―８ 新金岡市民セン

ター２階）は、親子が気軽に集える場所

として、たくさんの方に利用していただ

いています。開設日時は、毎週火～金曜

日（祝休日は休館）、午前１０時～午後０時

１５分、午後１～４時。

「おむつバイバイ�どうする？」をテー
マに子どもの成長に合わせた子育てのポ

イントを小仲久子さんがお話しします。

５月２３日（木）、午前１１～１１時４５分、同

ルームで。無料。直接会場へ。

みんな集まれ

問 合同ルーム（�・�２５２―４３００）か
子ども育成課（�２２８―７６１２ �２２８―
８３４１）へ。

市では公共下水道が整備された区域内

の土地所有者か権利者の方に、下水道整

備費用の一部をご負担いただく「下水道

事業受益者負担金制度」を設けていま

す。この受益者負担金は土地に対して一

度に限り賦課されるもので、同じ土地に

重ねて賦課されることはありません。

平成２５年度、新たに受益者負担金が賦

課される土地所有者の方を対象に、５月

中旬に受益者申告書、パンフレットなど

を送付します。

受益者申告書が届きましたら、内容を

確認のうえ必要事項を書いて、下水道管

理課へ返送してください。

◎賦課対象地域（町名）
金岡町の一部
問 合 下水道管理課（�２５０―９１４９ �

２５０―５９７７）へ。

この機会に毎日の歯みがきを見直して

みませんか？

効果的な歯みがきのコツは次のとお

り。

�疲れていても寝る前は忘れずに
�軽い力で１本ずつ丁寧に

�手鏡でチェックしながら磨くこと
�歯と歯の間も磨きましょう
�隙間に合ったフロスや歯間ブラシを
使いましょう

歯みがきのやり方が分からない時は、

成人の歯科相談・子どもの歯相談室（３

ページ参照）をご利用ください。
問 合 北保健センター（�２５８―６６００

�２５８―６６１４）へ。

日程 駐車時間 駐車場所

５
月

３日（金）
１３：３０～１４：３０ 北花田第一公園

１４：５０～１５：５０ 府営浅香山住宅８棟北

５日（日）１３：３０～１４：２０ サンヴァリエ中百舌鳥

９日（木）１０：００～１１：３０ 中百舌鳥公園団地内 中央広場

１７日（金）
１３：３０～１４：３０ 北花田第一公園

１４：５０～１５：５０ 府営浅香山住宅８棟北

２３日（木）１０：００～１１：３０ 中百舌鳥公園団地内 中央広場

２６日（日）１３：３０～１４：２０ サンヴァリエ中百舌鳥

３１日（金）
１３：３０～１４：３０ 北花田第一公園

１４：５０～１５：５０ 府営浅香山住宅８棟北

６６月月４４日日かかららのの１１週週間間はは
歯歯とと口口のの健健康康週週間間でですす

下下水水道道整整備備にに負負担担金金

北図書館
問 合 �２５８―６８５０

�２５８―６８５１

平成２５年（２０１３年）５月１日２


