
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、交通等は無料〉）。�月～金曜日、９：００～１７：００、詳細は同センター（�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。�月～金曜日、１０：００～１６：００、詳細は大阪司法書士会（�０６―６９４３―６０９９）へ。

�堺市生活・仕事応援センタ
ー「すてっぷ・堺」（�２２５―５６５９
�２２２―０２０２）（※）「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）。

�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。

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

木曜日
９：３０～１７：００

「すてっぷ・堺」
で実施（※）

�ジョブシップさかい（�０１２０―
０１０９０８ �２４４―３７７１）

水曜日
１４：００～１６：００

金曜日
１４：００～１６：００

木曜日
１４：００～１６：００

月曜日
１４：００～１６：００

月曜日
１０：００～１２：００

水曜日
１０：００～１２：００

ジョブシップさかい
で実施Ｐ１１参照

�就労相談
（求人情報の提供、就職活動のサポートなど）

�雇用推進課（�２２８―７４０４ �
２２８―８８１６）いずれも１２：４５～１５：４５。面談予約は月～金曜日９：００～１７：３０（直前執務日締切）、雇用推進課へ。

雇用推進課で
実施Ｐ１１参照

�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】

１／７・２１１／１４・２８１／１０・２４１／１５１／９・２３１／８・２２

�各区役所子育て支援課

�３６３―４１５１�２５８―６６２１�２９０―１７４４�２７１―１９４９�２８７―８６１２�２７８―０１７８�２２８―７０２３
�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。
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。�女性相談（離婚、夫の暴力、生活など）
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。�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、各区役所子育て支援課（家庭児童相談室）で。�児童相談（子どものしつけ、虐待、非行、家族関係など）

�各区役所区教育・健全育成
相談窓口�３４０―５５１１�２５８―６７４８�２９０―１８０５�３４３―５０８０�２８７―８１０９�２７０―８１４７�２２８―０２９２

	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。
�堺区役所企画総務課１／８、１３：００～１６：００、堺区役所企画総務課で。１回２５分以内。
登記・測量相談（電話予約可。先着各６人）
�堺区役所企画総務課月～金曜日、１０：００～１７：００、堺区役所企画総務課で。�交通事故相談【電話相談も可】

１回２５分以内
�各区役所企画総務課

２／１０１／６１／１０２／１３１／８２／１７２／１２予 約
開始日

�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。

２／１７
１０：００～１２：００

１／１０
１０：００～１２：００

１／１６
１０：００～１２：００

２／１９
１０：００～１２：００

１／１４
１０：００～１２：００

２／２１
１０：００～１２：００

２／１８
１０：００～１２：００相談日

�人権推進課（�２２８―７４２０ �
２２８―８０７０）

１／８
１４：００～１６：００

１／１５
１４：００～１６：００

１／１４
１４：００～１６：００

１／８
１４：００～１６：００

１／２１
１４：００～１６：００

１／２４
１４：００～１６：００

１／９
１４：００～１６：００

人権擁護委員による人権相談
【電話相談も可】

�市政情報課（�２２８―７４７５ �
２２８―７４４４）

２／１７
１４：００～１６：００

１／２２
１４：００～１６：００

２／１８
１４：００～１６：００

１／１５
１４：００～１６：００

２／１０
１４：００～１６：００

１／１０
１４：００～１６：００

２／１３
１４：００～１６：００

�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）

※�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。

１回２５分以内
�各区役所企画総務課相談日直前の

月曜日
相談日直前の
水曜日

相談日直前の
金曜日

相談日直前の
木曜日

相談日直前の
火曜日

相談日直前の
月曜日

相談日の
前日

予 約
開始日

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

木曜日
１３：００～１６：００

木・月曜日
１３：００～１６：００

月・水曜日
１３：００～１６：００

金・火曜日
１３：００～１６：００

水・金曜日
１３：００～１６：００

火・木曜日
１３：００～１６：００

月・水・金曜日
１３：００～１６：００相談日

�各区役所企画総務課月～金曜日、９：００～１７：００、各区役所企画総務課で。�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）

美原区役所北区役所南区役所西区役所東区役所中区役所堺区役所

無料。１２：００～１２：４５を除く。祝休日は休み。年始は１月６日から。�～�は、どの区でも可。
区役所の問合先

堺
区

企画総務課
�２７０―８１８１
�２７０―８１０１

子育て支援課
�２７０―０５５０
�２７０―８１９６

中
区

企画総務課
�２８７―８１００
�２８７―８１１３

子育て支援課
�２８７―８１９８
�２８６―６５００

東
区

企画総務課
�２７５―１９０１
�２７５―１９１５

子育て支援課
�３４３―５０２０
�３４３―５０２５

西
区

企画総務課
�２９０―１８００
�２９０―１８１４

子育て支援課
�２９０―１７４４
�２９６―２８２２

南
区

企画総務課
�２５８―６７０６
�２５８―６８１７

子育て支援課
�２５８―６６２１
�２５８―６８８３

北
区

企画総務課
�２２８―７４０３
�２２８―７８４４

子育て支援課
�２２８―７０２３
�２２２―４８０１

企画総務課
�３６３―９３１１
�３６２―７５３２

子育て支援課
�３４１―６４１１
�３４１―０６１１

美
原
区

みみははみみははらららら歴歴史史博博博物物館館館歴歴史史博博博物物館館館
のの催し催し

みはら歴史博物館
の催し

みはら歴史博物館
の催し

問美原区黒山281
☎362-2736　FAX362-2260

アルテベルの催し
問美原区黒山167-1
☎363-6868　FAX 363-0070

経済センサス－基礎調査経済センサス－基礎調査

美原図書館の
催し

美原図書館の
催し

問美原区黒山 167-14
☎369-1166　FAX 369-1168

ダブルケア相談窓口
子育てと介護でお悩みのあなたへ

司法書士による休日
・夜間無料法律相談会

花と緑の
相談コーナー
花と緑の
相談コーナー

◇休館日 １月１～３・６・２０・２７日
◇開館時間 午前１０時～午後８時（土
・日曜日、祝休日は午後６時まで）
※１月４日の午前９時まで返却ポスト
は利用できません。
■１月のブックフェア
�一般向け�「みんなと違う自分、み
んなと同じ自分」
�児童向け�「まほうをつかいたい」
■おはなしのへやへ、ようこそ!
いずれも午後３～３時３０分。無料。

直接会場へ。
�みんなあつまれ!えほんタイム�１
月４日（土）
�絵本、紙芝居、パネルシアター（おは
なしひろばくれよん）�１月１１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）�１月１８日（土）
�おはなし会（おはなしスプーンの会）
�１月２５日（土）
■乳幼児向けおはなし会（エンジェル
・エッグ）
１月９日（木）、午前１０時３０分～１１

時。無料。直接会場へ。
■おみくじで「本運」を占おう
おみくじを引いて、そこに書かれて
いる「本」を借ります。どんな本が当た
るかは、「運」次第。１月７～14日。
小学生以上が対象。おみくじが無くな

り次第終了。
■おはなし・読み聞かせボランティア
養成講座
子どもたちにお話や絵本の楽しさを
届けるボランティア入門講座です。
１月２２・２９日、２月５・１２・２６日、午
前１０時１５分～正午、美原図書館会議室
で。全回参加できる方が対象。無料。
�１月８日、午前１０時から直接か電話
で同館へ。先着１０人。

◇休館日 １月１～４・６・１４・２０・２７
日
◇開館時間 午前９時３０分～午後５時１５
分（入館は午後４時３０分まで）
◇観覧料 ２００円（２０人以上の団体または
JAF 会員証などの提携カードを提示の方

は１６０円）。中学生以下、市内在住の６５歳
以上、障害のある方は無料。
■Ｍ・Ｃホール上映会「海・青き大自然」
１月１１～１３・１８日、午後２～２時５０

分、Ｍ・Ｃホールで。無料。先着２５０
人。都合により中止することがありま
す。
■鐘つき体験・平成の梵鐘を撞いてみよ
う
１月５日、２月２日、午前１０時～午後

３時、鐘楼前で。無料。１人１回に限り
ます。

◇休館日 １月１～４・２７日
◇受付時間 午前９時～午後８時
■Saturday Jazz Time Vol.53～グ
レン・ミラー特集～
出演は中野ひろしとスイングガイズ

オーケストラ。曲目は「真珠の首飾り」
「イン・ザ・ムード」「茶色の小瓶」ほ
か。
４月２５日（土）、午後７時開演。前売

券�販売中。１，０００円。全席自由席。
未就学児の入場はご遠慮ください。

■講座受講生募集
講座内容や申込方法など詳しくは同
館へ。
�歴史セミナー
藤原北家と応天門の変について学び
ます。
１月１８日（土）、午前１０時３０分～正

午。費用７００円。
�クリスタルアートリウムで作るハー
トクロック
固まるハーバ
リウムオイルを
使ってオリジナ
ルのハート形時
計を作ります。
２月１４日（金）、午後１時３０分～３時

３０分。費用３，５００円。

この調査は、国が
市を経由して実施す

るもので、調査員が全国すべての事業所
の活動状態を実地で確認し、新たに把握
した事業所などに調査票を配布します。
府知事が任命した調査員が３月までに市
内全域を調査しますので協力をお願いし

ます。なお、記入いただいた調査票は、
統計上の目的以外に使用することはあり
ません。
�企画部調査統計担当（�２２８―７４５０ �
２２２―９６９４）か美原区役所企画総務課（�
３６３―９３１１ �３６２―７５３２）。

相続、遺言、不動産、成年後見などの
手続きに関する相談に無料で応じます。
電話相談はできません。
�１月１１日（土）�午後１～４時
�１月１５日（水）�午後６～９時

�２月１日（土）�午後１～４時
いずれも司法書士総合相談センター堺

（堺東駅前）で。要予約。予約は、大阪司
法書士会堺支部（�０８０―４２３３―４０４０�土・
日曜日、祝休日を除く午前１０時～午後４
時�）へ。
�同会堺支部か市民人権総務課（�２２８―
７５７９ �２２８―０３７１）。ダブルケア相談窓口では、子育てと介

護の悩みの相談に応じ、情報提供や助言
・関係機関との連絡調整など総合的に支
援しています。

�美原基幹型包括支援センター（�３６１―
１９５０ �３６１―１９６０）。

ダブルケアとは…
同時期に１８歳未満の子どもや孫の子
育てと介護の両方を行っている状態の
こと。

１・２月は開催しません。次回は３月２６日（木）です。
�堺市公園協会（�２４５―００７０ �２４５―００６９）。

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

１／５
（日） １４：４０～１５：４０東初芝中央公園

１０（金）

１３：３０～１４：１０木青会館前

１４：２０～１５：００上池公園（平尾）

１５：２０～１６：１０かいづか公園（さつき野）

１５（水）１３：３０～１４：１０大池公園

１８（土）

１３：１０～１３：５０今井地区公民館

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

１９（日）１４：４０～１５：４０東初芝中央公園

２４（金）

１３：３０～１４：１０木青会館前

１４：２０～１５：００上池公園（平尾）

１５：２０～１６：１０かいづか公園（さつき野）

１３：３０～１４：１０大池公園２９（水）

２／１
（土）

１３：１０～１３：５０今井地区公民館

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

作品例

令和２年（２０２０年）１月１日


