
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、交通等の無料法律相談も実施。 申 込 月～金曜日、９：００～１７：００、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を実施。 申 込 月～金曜日、１０：００～１６：００、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
�２２８―７０２３
�２２２―４８０１

企画総務課
�２７０―８１８１
�２７０―８１０１

子育て支援課
�２７０―０５５０
�２７０―８１０４
（４月１日から
２７０―８１９６）

企画総務課
�２８７―８１００
�２８７―８１１３

子育て支援課
�２８７―８１９８
�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
�２９６―２８２２

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
�３４１―０６１１

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、９：００～１７：００、各区役所企画総務課で。 問合 各区役所企画総務課へ

�法律相談
（予約開始日�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）

相談日 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

相談日の
前日

相談日直前の
月曜日

相談日直前の
火曜日

相談日直前の
木曜日

相談日直前の
金曜日

相談日直前の
水曜日

相談日直前の
月曜日

※�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）

４／１２
１４：００～１６：００

５／１１
１４：００～１６：００

４／２３
１４：００～１６：００

５／１６
１４：００～１６：００

４／１７
１４：００～１６：００

５／２３
１４：００～１６：００

４／１６
１４：００～１６：００

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】

４／５
１４：００～１６：００

４／２７
１４：００～１６：００

４／１７
１４：００～１６：００

４／１１
１４：００～１６：００

４／１０
１４：００～１６：００

４／１８
１４：００～１６：００

４／４、５／２
１４：００～１６：００

問合 人権推進課（�２２８―７４２０
�２２８―８０７０）へ

�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。

相談日 ４／１７
１０：００～１２：００

４／２０
１０：００～１２：００

５／８
１０：００～１２：００

４／１８
１０：００～１２：００

５／１７
１０：００～１２：００

５／１１
１０：００～１２：００

４／２３
１０：００～１２：００ １回２５分以内

問合 各区役所企画総務課へ予 約
開始日 ４／１１ ４／１６ ５／２ ４／１２ ５／１１ ５／７ ４／１７

�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） ４／１１・２５、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

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


児童相談（子どものしつけ、虐待、非行、家族関係など） 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
�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（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。
�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。

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。
�２２８―７０２３ �２７８―０１７８ �２８７―８６１２ �２７１―１９４９ �２９０―１７４４ �２５８―６６２１ �３６３―４１５１

�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】

雇用推進課で
実施Ｐ１１参照

４／１１・２５ ４／１２・２６ ４／４・１８ ４／１３・２７ ４／１０・２４ ４／３・１７ 問合 雇用推進課（�２２８―７４０４
�２２８―８８１６）へいずれも１２：４５～１５：４５。面談予約は平日９：００～１７：３０（直前執務日締切）、雇用推進課へ。

�就労相談
（求人情報の提供、就職活動のサポートなど）

ジョブシップさかい
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 ジョブシップさかい（�
０１２０―０１０９０８ �２４４―３７７１）へ

�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。

「すてっぷ・堺」
で実施（※）

木曜日
９：３０～１７：００

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

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

無料。１２：００～１２：４５を除く。祝休日は休み。�～�は、どの区でも可。

堺
区

中
区

東
区

西
区

南
区

北
区

美
原
区

�ブックフェア
�南図書館�（一般）「科学は面白

い」、（児童）「花いっぱい」

�栂分館�（一般）「緑を育てる」、
（児童）「図書館にようこそ�」
�美木多分館�（一般）「俳句・短歌

・川柳」、（児童）「おおきくなったら、

なんになる？」

�おはなし会
無料。直接会場へ。先着各３０人。

�南図書館�４月７・１４・２１・２８

日、午後３～３時３０分。

�栂分館�４月２８日、午後３～３時
３０分。

�美木多分館�４月１４日、午後３時
３０分～４時（４月から開始時間を変更

します）。

�ぴよぴよおはなしかい
わらべうたや絵本を楽しむ会です。

乳幼児とその保護者が対象。いずれも

午前１０時３０分～１１時。無料。直接会場

へ。先着各１５組。

�南図書館�４月１８日（水）
�栂分館�４月１２日（木）
�美木多分館�４月１９日（木）
�住所などの変更はありませんか
登録されている住所や電

話番号などに変更があった

ときは、お近くの図書館ま

でお知らせください。

問 合 南図書館（�２９４―０１２３ �
２９８―０５９７）、栂分館（�２９６―００２５）、
美木多分館（�２９６―２１１１）へ。
�休館日�４月２・９・１６・２３日

４月

市内で飼育されている生後９１日以上の

全ての飼い犬は、市への登録（鑑札の交

付）と、毎年１回の狂犬病予防注射を実

施し、市から注射済票の交付を受ける義

務があります。

狂犬病予防注射は、動物病院や市の集

合注射で受けることができます。

市内の委託動物病院では、予防注射と

同時に登録や注射済票の交付ができま

す。費用は、委託動物病院に直接お問い

合わせください。

また、４月３～１６日、市内の各会場で

集合注射を実施します。南区の会場は表

のとおり。費用は、１頭につき、登録済

の犬で３，２５０円、未登録の犬では６，２５０円

です。事前に送付した書類をお持ちの方

は問診欄を記入し持参してください。必

ず犬を制御できる方が連れて来てくださ

い。雨天決行。荒天中止。直接会場へ。

集合注射の全日程、委託動物病院など

詳しくは、市ホームページ（アドレスは広

報さかい１ページ参照）をご覧になる

か、動物指導センター（�２２８―０１６８ �
２２８―８１５６）へ。

飼い犬の登録と狂犬病予防注射を

高齢期に健康で安全な生活を送るため

の知識や技術、地域における高齢者支援

や家庭で介護するときに役立つ講習会を

表のとおり開催します。

いずれも午後１時３０分～４時（初日と

最終日は４時３０分まで）、南区役所で。

南区在住の方が対象。無料。

最終日に、５日間の講習を全て受講し

た希望者を対象に、検定試験を行いま

す。
申 込 往復はがきで住所、氏名（ふり

がな）、昼間に連絡の取れる電話番号、

希望コース、「健康生活支援講習受講希

望」を書いて、４月６日（消印有効）まで

に日本赤十字社大阪府支部堺市南区地区

事務局（〒５９０―０１４１ 南区桃山台１丁１―

１ 南区役所自治推進課内 �２９０―１８０３
�２９０―１８１４）へ。抽選各３５人。

赤十字健康生活支援講習の受講者を募集

５月１７・２４・３１日
６月７・１４日木曜日コース

５月１６・２３・３０日
６月６・１３日水曜日コース

�春のフェスティバル in 栂
いずれも５月３日（祝日）開催。申し込

み方法など詳しくは、同館へ。

�「SING」無料上映会�午前１０時・午
後１時３０分から。 申 込 往復はがき（１

通４人まで）に住所、参加者全員の氏名

・年齢、電話番号、希望時間を書いて、

４月１５日（必着）までに同館へ。

�かわいい練り切り教室�和菓子を作
ります。午前１０時３０分・午後２時から。

小学生以上が対象。費用２，０００円。

�オサムのバラエティピアノ�自己啓
発講演とショパンほか名曲コンサートを

行います。午後１時から。費用１，０００円。

�わたしにふれる、わたしをほぐす�
つま先から膝までをゆっくりほぐしてい

きます。午前１０時３０分から。費用１，０００

円。

�文化講座受講生作品展示会�５月３
～６日の午前１０時～午後５時（６日は午

後３時まで）。入場無料。直接会場へ。

�文化講座「陶芸講座」
５月２２・２９日、６月１２・１９・２６日、７

月１０・１７・２４・３１日、午前１０時～正午。

抹茶茶碗を作ってお茶会をします。申し

込み方法など詳しくは、同館へ。締め切

りは４月２０日（必着）。

南区桃山台２丁1-2
☎296-0015（月曜休館） FAX291-7083

栂文化会館栂文化会館栂文化会館

�こどもの日イベント
５月３日（祝日）、表のとおりイベント

を開催します。いずれも無料。直接会場

へ。上靴持参。

混
み
合
う
場
合
は

交
代
制

２コート
（先着）

中学生以下の
子ども

（保護者同伴可）

１３：００～
１６：００

最長ラリーに挑戦し、熱
い対戦を楽しみます。

共用バドミントン

６台
（先着）共用卓球

なし未就学児と
その保護者

１０：００～
１２：００

広い体育室に集めた遊具
やアスレチックで子ども
と一緒に遊びます。

わくわく広場
（未就学児親子の
遊び場）

定員等対象時間内容イベント

南区役所１３：３０～１５：３０４月１５日（日）
三原台中学校１４：５０～１５：３０

４月６日（金）
庭代台中学校１３：３０～１４：１０
美木多中学校１４：５０～１５：３０

４月３日（火）
赤坂台中学校１３：３０～１４：１０
会 場時 間日 程

南区の集合注射日程表

南区鴨谷台 2丁 4 -1 ☎296-1717
（休館日 4月9日〈月〉） FAX294-1766

鴨谷体育館

３月１９日、南区出身の国際協力機構

（JICA）ボランティア、狭間鮎奈さんが

任国であるグアテマラへの派遣を終え、

竹山市長を表敬訪問しました【写真】。
狭間さんはサンマテオ市役所森林課

で、２年間、植林や森の管理、小・中学

校での環境教育授業、廃棄物関係の業務

などに携わりました。

狭間さんは「大変なこともありました

が、現地で環境教育が浸透し、良い状況

に向かっています。今後、この経験を人

材育成や途上国との

間に入るような仕事

に生かしたい」と話

しました。
問 合 南区役所企

画総務課（�２９０―

１８００ �２９０―１８１４）
へ。
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