平成２
４年（２
０
１
２年）
１
１月１日

小学校で

を実施

年末調整説明会

平成２４年分の年末調整説明会を開催し
ます。事業所の給与事務担当者が対象。
どについて熱心
１１月２７日（火）、午後２〜４時、すばるホ
に学習した後、
苗の定植を体験
しました。農業
の楽しさを実感
し、
「食」に対する関心を高めていました。
問 合 商業流通課
（!２２８―８８１４ !２２８
休館日：１１月５・１２・１９・２６日
―８８１６）か保健給食課（!２２８―７４８９ !２２８
開館時間：午前９時３０分〜午後５時１５分
―７２５６）へ。
（入館は午後４時３０分まで）。
入館料：一般５００円。中学生以下、障害
のある方は無料。１１月１７・１８日は「関西
#シルクのべっぴんレッスン
文化の日」で無料。
「よしもとの美容番長」シルクによる
問 合 みはら歴史博物館
（〒５８７―０００２
「誰もが気軽に手軽にできて効果的な
美原区黒山２８１ !３６２―２７３６ !３６２―
キレイ術」を大公開。レッスン有り。
２２６０
hakumireki@city.sakai.lg.jp）へ。
１１月１７日（土）、午後３時開演（開場は
■特別展「瓦が語る美原の古代寺院―黒
午後２時３０分）。料金!前売２，
８００円
山廃寺をめぐって―」
（当日３，
０００円）。全席自由席。女性限
来年１月２７日まで開催します。
定。先着５４１人。直接同館へ。
問 合 美原文化会館
（美原区黒山１６７
本展では、遺跡から出土した瓦を中心
―１ !３６３―６８６８ !３６３―００７０）へ。受
に、美原区域の古代寺院と集落遺跡や氏
け付けは午前９時〜午後８時。第２・
族との関連を紹介します。
４月曜日は休館（ただし祝日は開館）。
１１月３日（祝日）、午後２時から約３０

９月１０日、さつき野小学校４年生を対
象に、食育・農育の授業が行われました
【写真】。
これは、大阪南部合同青果と宮崎県大
阪事務所、JA 宮崎経済連が、ピーマン
の栽培を通じ、育てること、食べること
の喜びを感じてもらうことを目的に行っ
たものです。
児童は、野菜の花や葉の違い、育て方な

#Saturday Jazz Time Vol.19
中野ひろし＆スゥイングガイズ・オ
ーケストラによるジャズコンサート。
今回はクリスマス特集です。予定曲目
は「ジングルベル」
「ホワイトクリスマ
ス」
「 きよしこの夜」など。１２月１日
（土）、午後７時開演（開場は午後６時
３０分）。アルテベルホールで。入場料
１，
０００円。全席自由席。先着５４１人。直
接同館へ。

電 子
メール

―私の
「はたらく」
をみつけるー

女性しごとプラザ

美原区フェア

女性の就職を支援する「さかい JOB
ステーション女性しごとプラザ」では、
「女性しごとプラザ美原区フェア」を開催
します。
１１月１９日（月）、午前１１時〜午後４時、
美原文化会館（アルテベル）５階研修室
で。無料。予約制の託児あり。
"〜私と仕事を考える〜☆一瞬で好感を
持たれる立ち居振る舞い☆!午前１１時〜
午後１時。普段の何気ないしぐさや行動
で印象が決まります。一瞬で好感をもた
れるしぐさやマナーを自然にこなせるよ
うに、日常や面接ですぐに役立つヒント
が満載のセミナーです。
#女性キャリアアドバイザーによる相談

コーナー!午前１１時３０分〜午後３時３０
分。お仕事なんでも相談を実施します。
１人約３０分。
$求人企業情報カードの閲覧コーナー!
さかいＪＯＢステーションスタッフが取
材をした、市内企業の求人情報を閲覧で
きます。直接会場へ。
申 込 受け付け中。直接か電話で１
１月
１６日まで（託児は１１月１５日まで）にさかい
JOB ステーション女性しごとプラザ（!
２３８―４６５０ !２３８―４６０５"午前１０時〜午後
７時、土・日曜、祝日は休み#）か雇用
推進課（!２２８―７４０４ !２２８―８８１６）へ。先
着"２８人、#９人

無料相談会

（受け付けは午後３時３０分まで）、堺市産
業振興センター（最寄駅：高野線中百舌鳥
駅 御堂筋線なかもず駅）セミナー室３
で。無料。直接会場へ。予約可（予約は
大阪府行政書士会堺支部へ）。
問 合 大阪府行政書士会堺支部
（!２３４
―３９９９ !２３４―３２４５）か市民人権総務課
（!２２８―７５７９ !２２８―０３７１）へ。

行政書士による

遺言、相続、内容証明や各種契約書の
作成、帰化申請、建設・産廃業や宅建業な
どの営業許可申請、会社設立などについ
てご相談ください。電話相談はできませ
ん。
１１月１７日（土）、午後１時３０分〜４時

休館日 １１月５・１２・１９・２６日
開館時間 火〜金曜日 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。
■１１月のブックフェア
一般向け!「絵本 大人の方もどう
ぞ」
児童向け!「おおさかとくしゅう」
■おはなしのへやへ、ようこそ"
いずれも午後３〜３時３０分。
%みんな集まれ!えほんタイム!１１
月３日（祝日） %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）!１１月１０日（土） %お
となも楽しめるおはなし会（おはなし
スプーンの会）!１１月１７日（土） %お
はなし会（おはなしスプーンの会）!１１
月２４日（土）
■乳幼児向けおはなし会（エンジェル
・エッグ）
１１月８日（木）、午前１０時３０分〜１１時

ール（富田林市桜ケ丘町）で。なお、駐車
場（有料）に限りがありますので、来場に
は公共交通機関をご利用ください。
問 合 富田林税務署
（!０７２１―２４―３２８１）
へ。

分、同館学芸員が特別展の解説をしま
す。
#特別展講演会
「出土軒瓦からみた丹比野の古代遺跡
と氏族」をテーマに、藤井寺市文化財保
護課・上田睦さんが講演します。
１１月１７日（土）、午後２〜４時。無料。
申 込 受け付け中。往復はがきか
FAX、電子メール（１通４人まで）で参
加者全員の氏名と代表者の住所、電話番
号を１１月１１日（必着）までに同館へ。先着
２６０人。
■鋳物づくり体験講座「クリスマスツリ
ーの飾りを作りませんか"」参加者募集
詳しくは広報さかい１８ページをご覧く
ださい。
■第１２回美原図書館まつり
１１月２３日（祝日）、午前１０時〜午後４
時。無料。直接同館へ。
%「顔さがし まちを歩いてアート
する」
（ 講師!阪東勲さん）
「 おはなし
会」
「手作りコーナー」など、大人も子
どもも楽しめる催しがたくさん。ぜひ
お越しください。
移動図書館・くすのき号巡回日程表
１１月

駐車時間
駐車場所
１３：１０〜１３：５０ 今井地区公民館
３
１４：１０〜１５：００ 丹上公園
（祝日）
１５：２０〜１６：１０ 府営美原南余部住宅集会所前
７（水）１３：３０〜１４：１０ 大池公園
１３：３０〜１４：１０ 木青会館前
９（金）１４：２０〜１５：００ 上池公園（平尾）
１５：２０〜１６：１０ かいづか公園（さつき野）
１１
（日）１４：４０〜１５：４０ 東初芝中央公園
１３：１０〜１３：５０ 今井地区公民館
１７
（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
２１
（水）１３：３０〜１４：１０ 大池公園
１３：３０〜１４：１０ 木青会館前
２３
１４：２０〜１５：００ 上池公園（平尾）
（祝日）
１５：２０〜１６：１０ かいづか公園（さつき野）
２５
（日）１４：４０〜１５：４０ 東初芝中央公園
１３：１０〜１３：５０ 今井地区公民館
１２月
１４：１０〜１５：００ 丹上公園
１（土）
１５：２０〜１６：１０ 府営美原南余部住宅集会所前

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
!市民相談・人権相談
（日常生活での問題や人権の問題など）

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

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
（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。 予 約 実施日の
実施日直前の 実施日直前の 実施日直前の 実施日直前の 実施日直前の 実施日直前の
先着各６人）
開始日
前日
月曜日
火曜日
木曜日
金曜日
水曜日
水曜日

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

今月は実施
１１／２
今月は実施
１１／２１
今月は実施
１１／２８
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

電話相談も可
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
１１／１
１１／３０
１１／２０
１１／１４
１１／８
１１／２１
１１／７
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

%交通事故相談

月〜金曜日、
１０：００〜１７：００、堺区役所企画総務課で。

電話相談も可
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） １１／１４・２８、
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、
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）

問 合 堺・中・南・北区の方

(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。
)女性相談（離婚、夫の暴力、生活など）

は子育て支援室、東・西・美
月〜金曜日、９：００〜１７：３０
（女性相談員は月〜水・金曜日、堺区は月〜金曜日、南・北区は月・水〜金の９：００〜１６：００）、各区役所 原区の方は地域福祉課へ
（右の 問 合 参照）で。

花と緑の相談コーナー

毎月第４木曜日に開設

●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。

企画総務課

子育て支援室

中 !２７０―８１８１ !２７０―０５５０
区
!２７０―８１０１ !２７０―８１０４
企画総務課

※"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
（国の行政全般についての苦情・要望など）

企画総務課 子育て支援室
堺 !２２８―７４０３ !２２２―４８００
区
!２２８―７８４４ !２２２―４８０１

地域福祉課

東 !２８７―８１００ !２８７―８１１２
区
!２８７―８１１３ !２８７―８１１７
企画総務課

地域福祉課

西 !２７５―１９０１ !２７５―１９１２
区
!２７５―１９１５ !２７５―１９１９
企画総務課

子育て支援室

南 !２９０―１８００ !２９０―１７４４
区
!２９０―１８１４ !２９０―１８１８
企画総務課

子育て支援室

北 !２５８―６７０６ !２５８―６６２１
区
!２５８―６８１７ !２５８―６８８３

美 企画総務課 地域福祉課
原 !３
６３―９３１１ !３６３―９３１６
区 !３
６２―７５３２ !３６２―０７６７

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。

