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子育て 子育て 7つの鍵7つの鍵子育て 7つの鍵
①見つけて 育む 好奇心
子どもの夢中に寄り
添い、面白さを共有
してみましょう

②聴こう、話そう、心の絆
子どもの話に耳を傾けると、子ど
もの世界が見えてきます

③転んで、起きて、やり抜く力
誰もがはじめは初心者、失敗して
もあきらめない心が大切

④子どもとつくる
　運動習慣
ニコニコペースで
無理なく、楽しく

⑤身体の栄養、心の栄養
食卓は大切な
コミュニケー
ションの場

⑥脳にもいい睡眠、心にもいい睡眠
あなどれない睡
眠の力、いい睡
眠で身体も心も
健康に

⑦我が家の「鍵」
我が家の「鍵」をつくって、社会へ
の扉を開けてみませんか
※それぞれの家庭で、子どもと一緒につくっ
　てみてください
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上神谷米

ハーベストセット

買い物支援の取り組みについて買い物支援の取り組みについて買い物支援の取り組みについて

堺南部
丘　陵

里山クリーンアップ
キャンペーンを実施

南区教育・健全育成相談窓口

平成３０年３月１日推計
（ ）内は前月比

総 人 口……１４２，９５７人（１１０人減）
男 …… ６６，４２５人
女 …… ７６，５３２人

世 帯 数…… ５９，８９１世帯（１６世帯減）
人口密度………３，５３９人／�
面 積………４０．３９�

区民の健康増進と区域の魅力の再

発見を目的に、「泉ヶ丘」「栂・美木

多」「光明池」の各エリアの緑道ウオ

ーキングマップを作成しました。

各マップで指定するフォトスポッ

トや、オススメの泉北の風景写真を

撮って南区役所に送ると、オリジナ

ル缶バッチや抽選で南区の特産品が

もらえる「泉北フォトラリー」を実施

しています。同マップは各区役所市

政情報コーナーで配布しています。

詳しくは、南区ホームページ（ア

ドレスは下記参照）でご覧になれま

す。
問 合 南区役所企画総務課（�２９０

―１８００ �２９０―１８１４）へ。

一緒にご飯を食べたり、遊んだり、

子どもは親とのつながりの中で、温か

さや安らぎを感じ、それが生きる力と

なり社会の中で成長していきます。

南区では、南区教育・健全育成会議

からの提言を受け、子育てのヒントと

なる保護者向けリーフレット「子育て

７つの鍵～親子の世界を広げよう～」

を作成しました【写真】。
いつも何かしら時間に追われ、バタ

バタしたりイライラしたりすることも

多い中、「鍵」を持っていることで、親

も一人の人として充実した時間を過ご

してもらえるこ

とを願っていま

す。

南区では、南区区民評議会からの提言

を受け、高齢の方や子育て中の方の買い

物時のお困りごとのサポートに取り組ん

でいきます。

重くかさばる商品を持ち帰るのが大変

な時などに利用できたら便利な配送や買

い物送迎のサービス、区内で定期的に行

われている移動販売や青空市の情報など

をまとめた冊子を作成します。

冊子への掲載を希望する事業者の募集

を予定しています。掲載条件など詳しく

は、今後本紙でお知らせします。
問 合 南区役所企画総務課（�２９０―

１８００ �２９０―１８１４）へ。

経済的な理由により、公立の小・中学

校（国立小・中・支援学校を除く）への就

学が困難な世帯に、学用品費や給食費な

どの一部を補助します。

４月１３～２７日（土・日曜日を除く）に、

在籍する学校か南区役所３階会議室で申

請してください。

５月１日以降も申請できますが、申請

月分からの支給となります。

詳しくは、４月上旬に学校で配布する

「就学援助制度のお知らせ」や広報さかい

５ページ、市ホームページ（アドレスは

広報さかい１ページ参照）でご覧になれ

ます。
問 合 学務課（�２２８―７４８５ �２２８―

７２５６）へ。

南区では、この「子育て７つの鍵」をさまざまな機会

を通じて周知・啓発していきます。

今後は、３回シリーズで「子育て７つの鍵」を詳しく

皆さんに紹介していきます。

�傍聴できます
４月２０日（金）、午後

６時から南区役所２階

２０１・２０２会議室で。

傍聴を希望する方

は、会議の開始３０～１０分前に直接会場

へ。先着１０人。なお、個人情報が含まれ

る議題などについては、非公開（または

一部非公開）となる場合があります。

元教員の相談員が教育に関する相談に

応じます。南区役所企画総務課内相談窓

口（�２９０―１８０５�月～金曜日、午前９時～
午後５時�）へ気軽にお越しください。電
話相談も可。
問 合 南区役

所企画総務課

（�２９０―１８００
�２９０―１８１４）

へ。

２月１８日、堺南部丘陵里山クリーンア

ップキャンペーンを実施しました【写
真】。約１０００人が参加し、里山や農地の不
法投棄ゴミ約１５ｔが回収されました。

ごみの不法投棄は懲役や罰金などが科

せられる重大な犯罪です。不法投棄の現

場を目撃したら、最寄りの警察署や交番

に通報してください。

不法投棄物を発見したら、南区役所自

治推進課（�２９０―
１８１５ �２９０―

１８１４）へ。
問 合 農業土木

課（�２２８―６９７２
�２２８―７３７０）へ。

南区イメージキャラクター
「みみちゃん」

■みみちゃんフェイスブック■
http���www.facebook.com�minamimichan
〒５９０―０１４１ 南区桃山台１丁１番１号
泉北高速鉄道「栂・美木多駅」下車すぐ

■ホームページ■
http���www.city.sakai.lg.jp�
minami�index.html
■携帯サイト■
http:��www.city.
sakai.lg.jp�i�kuyaku
sho�minami�index.
html
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企画総務課
�２９０―１８００ �２９０―１８１４

南区教育・健全育成相談窓口
�２９０―１８０５ �２９０―１８１４

自治推進課
�２９０―１８０３ �２９０―１８１４

美化担当
�２９０―１８１５ �２９０―１８１４

市民課
�２９０―１８０２ �２９０―２０３０

保険年金課
�２９０―１８０８ �２９０―１８１３

生活援護課
�２９０―１８１０ �２９０―１８１８

地域福祉課
�２９０―１８１２ �２９０―１８１８

子育て支援課
�２９０―１７４４ �２９６―２８２２

南保健センター
�２９３―１２２２ �２９６―２８２２

市民相談、法律相談、就学援助の受け付け、
庁舎管理、広報・広聴、市政情報コーナー

教育相談、就学相談

自治会関係、地域防災、防犯活動、成人式、
日本赤十字社関係

区内の環境美化活動、不法投棄

戸籍・住民票などの届出・証明、市税証明、
印鑑登録・証明、マイナンバー関係

国民健康保険、後期高齢者医療、老人・障害者
・ひとり親家庭・子ども医療費助成、国民年金

生活保護関係

介護保険、高齢者福祉、障害者福祉に関する
こと

児童手当、児童扶養手当、認定こども園・保
育所、児童・女性相談、ひとり親相談、子
育て相談、子育てひろば（みみちゃんルー
ム）

母子健康手帳の交付、各種検診・健康相談、
乳幼児健診・予防接種、精神障害者・難病患
者の医療費助成

南区障害者基幹相談支援センター
�２９５―８１６６ �２９８―００４４

南基幹型包括支援センター
�２９０―１８６６ �２９０―１８８６

社会福祉協議会南区事務所
�２９５―８２５０ �２９５―８２６０

南部地域整備事務所
�２９８―６５７２ �２９１―４３９０

泉ヶ丘公園事務所
�２９１―１８００ �２９６―９６７６

上下水道局お客様センター
�０５７０―０２―１１３２ �２５２―４１３２

粗大ごみ受付センター
�０１２０―００―８４００
（携帯電話などからは �０６―６４８５―５０４８）

環境業務課 指導係
�２２８―７４２９ �２２９―４４５４

市税事務所
�２３１―９７４１ �２５１―５６３１
�２３１―９７５２ �２５１―５６３２
�２３１―９７６３ �２５１―５６３３
�２３１―９７７２ �２５１―５６３４

障害者の相談・支援

高齢者の総合相談窓口

市民活動・ボランテイアに関すること

道路の維持・管理、街路樹の剪定・薬
剤散布、道路照明灯に関すること

公園・緑地などの維持・
管理に関すること

水道・下水道に関すること

家庭からでる
粗大ごみの収集申し込み

生活ごみなどの収集

軽自動車税に関すること
個人市民税に関すること
固定資産税に関すること
納税に関すること
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平成３０年度第１回
南区教育・健全育成会議
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