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予防、認知症の人との接し方」の講座を
行います。ぜひご参加ください。
３月１０日（土）、午前１０〜１１時３０分（受
け付けは午前９時３０分から）、美原区役
所５階大会議室で。無料。要予約。
申 込 直接３月２〜８日に、美原地域
包括支援センター（"３６１―１９５０ !３６１―
１９６０）へ。先着５０人。

認知症サポーター養成講座

認知症について
正しく知ろう
認知症はだれでもなる可能性のある病
気です。いつ自分や家族があるいは友人
や知り合いが認知症になるかわかりませ
ん。認知症について正しく理解し、認知
症の人や家族を温かく見守る応援者（認
知症サポーター）が周りにいれば、認知
症になっても住み慣れた地域で安心して
暮らし続けることができます。
認知症サポーターの輪を広げるため
に、「認知症の正しい理解、早期発見、

#Saturday★ Jazz Time Vol.15
出演は、中野ひろし＆スゥイングガ
イズ・オーケストラ。今回はラテン特
集です。曲目は「マンボ No.５」
「セレソ
ローサ」など。楽しいトークと迫力あ
る生演奏をお楽しみください。
４月１４日（土）、午後７時開演（開場
は午後６時３０分）、１階ホールで。入
場料!１，
０００円。全席自由席。先着５４１
人。
#TM NETWORK 木根尚登×森口
博子コラボステージ
TM NETWORK 木根尚登と森口
博子によるトーク＆ライヴ! 曲目は

堺市レクリエーション協会（〒５９０―
００６１ 堺区翁橋町２丁１―１ 市民会館
"火・土・日曜日、祝日
内 "２３８―１４８５
を除く９〜１６時# !２３８―１４８４）では次の
催しを行います。
!ボウリング教室!プロボウラーの指
導が受けられます。３月１３日（火）、午後

堺・ストックホルム障害者

作品交流展示会のご案内
スウェーデンの首都ストックホルム市
の障害者施設に通っている方の作品を展
示販売します。北欧特有の鮮やかな色使
いと制作者の大胆な発想をお楽しみくだ
さい。デザイン・染色・縫製など、全て
障害のある方の手作りです。ストックホ
ルム市内数カ所の施設と平成２２年から交
流を開始し、これまで堺区や南区役所な
どで展示会を開催しています。今回、初
めて美原区役所で開催します。ぜひお立
ち寄りください。
３月２０〜２３日、午前９時〜午後５時
（２３日は午後４時まで）、美原区役所本館

「SEVEN DAYS WAR」
「ETERNAL
WIND」
「なごり雪」など。
５月２０日（日）、午後３時開演（開場
は午後２時３０分）、１階ホールで。前
売券!４，
８００円（当日券２００円増）。全席
指定席。先着５４１人。

木根

尚登

森口

休館日 ３月５・１２・１９・２６・３１日
開館時間 午前１０時〜午後８時（土・
日・祝日は午後６時まで）
問 合 美原図書館
（"３６９―１１６６ !
３６９―１１６８）へ。
■３月のブックフェア
!一般向け!「病気にご用心」
!児童向け!「なぜ？なぜ？なぜ？」
■おはなしのへやへ、ようこそ"
いずれも午後３〜３時３０分、同館
で。無料。直接会場へ。
"みんな集まれ!えほんタイム!３
月３日（土） "絵本、紙芝居、パネル
シアター（読書友の会・おはなしひろ
ばくれよん）!３月１０日（土） "おは
なし会（おはなしスプーンの会）!３月
２４日（土）
■乳幼児向けおはなし会（エンジェ
ル・エッグ）
３月８日（木）、午前１０時３０分〜１１
時、同館で。無料。直接会場へ。
■読書会の案内（美原読書友の会）
同じ本を読んで、ひととき感想を語

博子

問 合 美原文化会館
（"３６３―６８６８
!３６３―００７０）へ。受け付けは午前９時
〜午後８時。第２・４月曜日は休館
（ただし、祝日は開館）。

２時３０分から、ラウンドワン堺中央環状
店（東区石原町２―２４１ "２５３―９５５９）で。
中百舌鳥駅北口からシャトルバスがあり
ます。午後２時発。参加費１，
０００円（１回
２ゲーム、靴代）。
申 込 ３月５日から電話か FAX で堺
市レクリエーション協会へ。先着２４人。

１階「風の広場」で。直接会場へ。
問 合 堺あすなろ会
（"２７１―３６６５ !
２７１―３６６６）か美原区役所地域福祉課（"
３６３―９３１６ !３６２―０７６７）へ。

り合いませんか。本は渡辺淳一の「孤
舟」。図書館で用意します。
３月１３日（火）、午後１時３０分〜３
時、同館で。無料。
申 込 直接か電話で同館へ。
■春のおはなし大会（おはなしスプ
ーンの会）
３月１７日（土）、第１部は午後３〜３
時３０分、第２部は午後４〜４時３０分。
先着各３０人。無料。直接会場へ。
移動図書館・くすのき号巡回日程表
日程
駐車時間
駐車場所
１３：３０〜１４：１０ 木青会館前
３／９
１４：２０〜１５：００ 上池公園（平尾）
（金）
１５：２０〜１６：１０ かいづか公園（さつき野）
１０：３０〜１１：１０ 大池公園
１０ １３：１０〜１３：５０ 今井地区公民館
（土） １４：１０〜１５：００ 丹上公園
１５：２０〜１６：１０ 府営美原南余部住宅集会所前
１１
（日）１４：４０〜１５：４０ 東初芝中央公園
１３：３０〜１４：１０ 木青会館前
２３
１４：２０〜１５：００ 上池公園（平尾）
（金）
１５：２０〜１６：１０ かいづか公園（さつき野）
１０：３０〜１１：１０ 大池公園
２４ １３：１０〜１３：５０ 今井地区公民館
（土） １４：１０〜１５：００ 丹上公園
１５：２０〜１６：１０ 府営美原南余部住宅集会所前
２５
（日）１４：４０〜１５：４０ 東初芝中央公園

無料。１
２：０
０〜１
２：４
５を除く。祝休日は休み。!"$%は、どの区でも可。
堺区役所

中区役所

東区役所

西区役所

南区役所

北区役所

区役所の問合先

美原区役所

月〜金曜日
月〜金曜日
月〜金曜日
月〜金曜日
月〜金曜日
月〜金曜日
月〜金曜日 電話相談も可
９：００〜１６：００ ９：００〜１６：００ ９：００〜１６：００ ９：００〜１６：００ ９：００〜１６：００ ９：００〜１６：００ ９：００〜１６：００ 問 合 各区役所企画総務課へ

企画総務課 地域福祉課
堺 !２２８―７４０３ !２２８―７４７７
区
４４ !２
８
７
０
!２２８―７８
２
８―７

月・水・金曜日 火・木曜日
水・金曜日
金・火曜日
月・水曜日
木・月曜日
木・月曜日
"法律相談
実施日
１３：００〜１６：００ １３：００〜１６：００ １３：００〜１６：００ １３：００〜１６：００ １３：００〜１６：００ １３：００〜１６：００ １３：００〜１６：００ 全区とおして、
（予約日"土・日曜日、祝休日の場合は
同じ内容の相談は１回限り
直前の執務日#の９：００から電話予約。 予 約
問 合 各区役所企画総務課へ
前日
月曜日
火曜日
木曜日
金曜日
水曜日
水曜日
先着各６人）
開始日

中 !２７０―８１８１ !２７０―８１９５
区

電話相談も可
問 合 堺区役所企画総務課へ

東 !２８７―８１００ !２８７―８１１２
区

電話相談も可
問 合 市政情報課（!２２８―
７４７５ !２２８―７４４４）へ

西 !２７５―１９０１ !２７５―１９１２
区

電話相談も可
３／１
３／２３
３／２７
３／１４
３／８
３／２１
３／７
問 合 人権推進課（!２２８―
１４：００〜１６：００ １４：００〜１６：００ １４：００〜１６：００ １４：００〜１６：００ １４：００〜１６：００ １４：００〜１６：００ １４：００〜１６：００
７４２０ !２２８―８０７０）へ

南 !２９０―１８００ !２９０―１７４４
区

!市民相談・人権相談
（日常生活での問題や人権の問題など）

#交通事故相談

月〜金曜日、１０：００〜１７：００、堺区役所企画総務課で。

$行政相談
（国の行政全般についての苦情・要望など）
%人権擁護委員による人権相談

今月は実施
３／２
今月は実施
３／２１
今月は実施
３／２８
今月は実施
しません １４：００〜１６：００ しません １４：００〜１６：００ しません １４：００〜１６：００ しません

&登記・測量相談（電話予約可。先着各６人） ３／１４・２８、
１３：００〜１６：００、堺区役所企画総務課で。
'特別
（サラ金）
相談（先着各５人）

問 合 堺区役所企画総務課へ

３／２・１６、
１３：００〜１６：００、堺区役所企画総務課で。要予約、事前に各区役所の上記!へお越しください。

問 合 堺・中・東・西・美原
区の方は地域福祉課、南・北
区の方は子育て支援室へ

)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（右の 問 合 参照）で。
月〜金曜日、９：００〜１７：３０
（女性相談員は月〜水・金曜日、堺・南区は月〜金曜日の９：００〜１６：００）、各区役所（右の 問 合 参照）で。

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３０分〜正午、午後１〜４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。

花と緑の相談コーナー
毎月第４木曜日に開設

地域福祉課

０１ !２
１
０
３
!２７０―８１
７
０―８
企画総務課

地域福祉課

１３ !２
１
１
７
!２８７―８１
８
７―８
企画総務課

地域福祉課

１５ !２
９
１
９
!２７５―１９
７
５―１
企画総務課

子育て支援室

１４ !２
８
１
８
!２９０―１８
９
０―１
企画総務課

子育て支援室

北 !２５８―６７０６ !２５８―６６２１
区

(児童相談（子どものしつけ、虐待、非行、
月〜金曜日、９：００〜１７：３０、各区役所（右の 問 合 参照）で。
学校生活、家族関係、心の悩みなど）
*女性相談（離婚、夫の暴力、生活など）

企画総務課

１７ !２
８
８
３
!２５８―６８
５
８―６

美 企画総務課 地域福祉課
原 !３
１１ !３
３
１
６
６３―９３
６
３―９
区 !３
３２ !３
７
６
７
６２―７５
６
２―０

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。

●今月は２２日（木）、午前１０時〜正午、午後１〜４時、
美原区役所１階で。無料。直接会場へ。

皆さんの身近な花と緑の相談窓口としてご利用ください。
問 合 都市緑化センター
（"２４７―０３１０ !２４７―１４９２）へ。

