
　南区教育・健全育成会議からの提
言を受け、設定した子育て7つの鍵に
ついて、今月号から3回
シリーズで詳しく紹介し
ます。

1

南区広報

月号

のうごき人

編集・発行　南区役所企画総務課

第806号

月号5

南堺
警察署

第1
駐車場

第2駐車場

栂
文
化
会
館

栂・美木多駅

泉北高速鉄道

南区役所

北

第2駐車場もご利用ください

見つけて
育む好奇心1

田んぼ
にGO！

田んぼ
にGO！

田んぼ
にGO！

荒天時は
17日（日

）に順延

荒天時は
17日（日

）に順延

荒天時は
17日（日

）に順延
畑にGO！畑にGO！畑にGO！

6月16日
(土)午前

10時～正
午

6月16日
(土)午前

10時～正
午

6月16日
(土)午前

10時～正
午
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心の絆

3 転んで、起きて、
やり抜く力

平成３０年４月１日推計
（ ）内は前月比

総 人 口……１４２，５８６人（３７１人減）
男 …… ６６，２２６人
女 …… ７６，３６０人

世 帯 数…… ５９，８３０世帯（６１世帯減）
人口密度………３，５３０人／�
面 積………４０．３９�

南区の上神谷地区・鉢ヶ峯寺の田んぼで

「上神谷米（にわだにまい）ヒノヒカリ」の田

植え体験イベント【写真】を開催します。
南区の豊かな農地を生かし、農作業体験

をとおして、地域間・世代間交流をするこ

とが目的です。

小学生以上が対象（小学生は保護者同伴

で）。費用１組（５人まで）５００円。小雨決

行。
申 込 受け付け中。直接か郵送、

FAX、電子メールで参加者全員の住所、

氏名（ふりがな）、電話番号、年齢（小学生

は学年も）を書いて、５月２５日（必着）まで

に南区役所企画総務課（〒５９０―０１４１ 南区

桃山台１丁１―１ �２９０―１８００ �２９０―
１８１４ 電 子

メールminamikiso@city.sakai.lg.jp）へ。先着

２５０人。

南区役所市政情報コーナーにある申込用

紙（南区ホームページ�アドレスは下記参
照�からダウンロードも可）でも申し込みで
きます。

みどりのつどい２０１８
５月２０日（日）、午前１０時～午後４時、

西原公園（南区桃山台１丁４）で。荒天中

止。１５種目ある縁日コーナー（６種目を

楽しめる縁日券を５００円で販売）や段ボー

ルわっくわく大作戦、栂・美木多雑貨

村、泉北グルメフェス、サッカー広場、

子どもバザー、食べ物ブース、フリーマ

ーケット、ステージ【写真】など。

南区イメージキャラクター「みみちゃ

ん」も登場します。なお、来場には公共

交通機関をご

利用下さい。
問 合 みど

りのつどい実

行委員会事務

局（�２９９―

２３２３ �２９９―
２８０３）へ。

問 合 南区役所企画総務課（�２９０―１８００
�２９０―１８１４）へ。

子どもは生まれながらにして、「学

びに向かう力」を持っています。たと

え親から見て理解しがたい行動でも、

子どもにとっては大きな発見や興味と

いった、新鮮な学びが生まれているこ

とも多いものです。

子どもが夢中になっていたら、そっ

と寄り添い、子どもの目線になって、

その面白さを共有してみましょう。親

に理解されている

という安心感は、

子どもの自尊感情

を高めていきま

す。時には親子で

一緒に学ぶ時間も

つくってみません

か。

スマートフォンやパソコンを少し置

いて、子どもの声に耳を傾けてみまし

ょう。一つ一つは何の脈略もなさそう

な言葉でも、丁寧につなぎ合わせる

と、子どもなりの物語が見えてくるも

のです。子どもの話を受け止めて、「な

ぜ？」「どうして？」と笑顔で問いかけ

てみましょう。子どもが自分の言葉で、

思いや考えを声に出して伝えることは

とても大切です。

家族と過ごす日常

の中で、子どもはい

ろいろなことを学習

し、成長していきま

す。対話を楽しみ、

子どもの成長を実感

しましょう。

子どもは何にでも果敢に挑戦し、ど

んどん失敗します。安易に正解を求め

ず、実感や納得を求めるからです。

親として大切なことは、子どもの成

長を信じること。そして、子どものさ

まざまな疑問に

対して、すぐに

正解に導くので

はなく、失敗を

繰り返しても、

やり抜こうとす

る姿勢を養うこ

とです。

平成３０年度 第１回南区区民評議会
�傍聴できます
議題は「コミュニティづくりと居住魅

力の発信～『今』を考え『次代』につなぐ

～」です。５月２２日（火）、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。
問 合 南区役所企画総務課（�２９０―

１８００ �２９０―１８１４）へ。

皆様こんにちは。

４月１日に南区長に就任しました隅

野巧（すみのたくみ）です。

平素は、市政、区政の各般にわた

り、ご理解、ご協力をいただき、厚く

お礼申し上げます。

私は、昨年副区長として初めて区行

政に携わらせていただきました。そし

て、南区自治連合協議会の皆様をはじ

め、地域の団体の方々や区民の皆様と

たくさんの出会いをいただきました。

その中で、自治会をはじめ地域の皆様

が、世代を超えて、さまざまな場所

で、防犯・防災、環境美化、福祉など

各分野にわたって積極的に活躍されて

おられることを実感いたしました。

また、自治会をはじめ地域の皆様に

支えられたなかで、よりよいまちづく

りを進めていけることを大変うれしく

思っております。

花と緑に恵まれた南区は、歴史や文

化の蓄積が豊富な地域と我が国を代表

するニュータウンを有しています。

南区まちづくりビジョンに掲げる

「自然とふれあい 人と人とのつなが

りを大切にするまち」をめざし、区役

所職員一丸となって更なる行政サービ

スの質の向上に努めてまいりますの

で、どうぞご支援・ご協力をよろしく

お願いいたします。
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企画総務課（庁舎管理・広報・広聴・相談・就学援
助・選挙など） �２９０―１８００ �２９０―１８１４
教育相談・就学相談 �２９０―１８０５

自治推進課（自治会・美化など地域振興活動）
�２９０―１８０３ �２９０―１８１４

美化担当 �２９０―１８１５

市民課（戸籍・住民票など証明・届出関係）
�２９０―１８０２ �２９０―２０３０

保険年金課（国民健康保険・後期高齢者医療・
医療費助成・国民年金など）

�２９０―１８０８ �２９０―１８１３

社会福祉協議会南区事務所（区民プラザ）
（市民活動・ボランティアに関すること）

�２９５―８２５０ �２９５―８２６０

南基幹型包括支援センター（高齢者総合相談窓
口） �２９０―１８６６ �２９０―１８８６

生活援護課（生活保護に関することなど）
�２９０―１８１０ �２９０―１８１８

地域福祉課（介護・障害者・福祉に関すること
など） �２９０―１８１２ �２９０―１８１８
子育て支援課（子育てに関することなど）

�２９０―１７４４ �２９６―２８２２
南保健センター（各種健診・健康相談など）

�２９３―１２２２ �２９６―２８２２
障害者基幹相談支援センター（障害者に関する
相談） �２９５―８１６６ �２９８―００４４
エマリス南（就労を希望する障害者への就業・
生活支援） �２９２―１８２６ �２９１―１２５２

南部地域整備事務所（道路の維持・管理に関すること）
南区茶山台１丁６番１号 �２９８―６５７２ �２９１―４３９０

上下水道局 お客様センター（水道・下水道に関すること）
�０５７０―０２―１１３２ �２５２―４１３２

粗大ごみ受付センター（家庭からでる粗大ごみの収集申し込み）
�０１２０―００―８４００（携帯電話などからは �０６―６４８５―５０４８）
環境業務課 指導係（生活ごみなどの収集）

�２２８―７４２９ �２２９―４４５４

泉ヶ丘公園事務所
南区若松台２丁５番２号 �２９１―１８００ �２９６―９６７６

市税事務所
北区百舌鳥赤畑町１丁３番地１
軽自動車税に関すること �２３１―９７４１ �２５１―５６３１
個人市民税に関すること �２３１―９７５２ �２５１―５６３２
固定資産税に関すること �２３１―９７６３ �２５１―５６３３
納税に関すること �２３１―９７７２ �２５１―５６３４

〒５９０―０１４１ 堺市南区桃山台１丁１番１号
ホームページ http://www.city.sakai.lg.jp/minami/index.html

平成３０年（２０１８年） 第１４６号

区長就任
あいさつ

5

南
区
役
所
庁
外

南
区
役
所


