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世界に一つだけの成人式をつくろう世界に一つだけの成人式をつくろう世界に一つだけの成人式をつくろう 成人式実行委員を募集
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前回の成人式の様子

　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、5月号から、3回
シリーズで詳しく紹介
しています。
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市政情報コーナーが移転しました市政情報コーナーが移転しました市政情報コーナーが移転しました
全大阪よい歯のコンクール

平成３０年５月１日推計
（ ）内は前月比

総 人 口……１４２，３４３人（２４３人減）
男 …… ６６，１０６人
女 …… ７６，２３７人

世 帯 数…… ５９，７８１世帯（４９世帯減）
人口密度………３，５２４人／�
面 積………４０．３９�

新成人と同世代の若者が主体となっ

て、アトラクションの企画や式当日の

司会進行など、成人式の運営に参加し

ていただける実行委員を募集します。

一生に一度の思い出に残る成人式づ

くりに参加しませんか。仲間と一緒に

企画して、晴れの舞台を盛り上げまし

ょう。グループでの参加も歓迎しま

す。

南区在住・在勤・在学で、月１回の

会議、リハーサル、式当日に参加でき

るおおむね１８～２５歳の方が対象。活動

期間は８月から成人式当日まで随時。
申 込 直接か電話、FAX、電子メ

ールで７月３１日までに住所、氏名（ふ

りがな）、生年月日、昼間の連絡先（電

子メール可）を書いて、南区役所自治

推進課（�２９０―１８０３ �２９０―１８１４ 電 子
メール

minamijisui@city.sakai.lg.jp）へ。

新成人メッセージ発表者・
市民憲章朗読者を募集
新成人としての抱負・目標などを発

表する�メッセージ発表者、�市民憲
章朗読者を募集します。

いずれも南区在住で、来年の新成人

（平成１０年（１９９８年）４月２日～１１年

（１９９９年）４月１日生まれの方）が対象。

申 込 直接か電話、FAX、電子メ

ールで７月３１日までに住所、氏名（ふ

りがな）、電話番号、�か�を書い
て、同課へ。選考�１人（グループ）、
�１人。

南区内とその周辺の１５校の高校がダン

スを披露します【写真】。
６月２３日（土）、午後２時からいずみが

おか広場（泉ケ丘駅前）で。入場無料。直

接会場へ。小雨決行。

若さと元気あふれるダンスパフォーマ

ンスをぜひご覧ください。
問 合 ニュータウン地域再生室（�２２８―７５３０ �２２８―６８２４）へ。

問 合 南区役所企画総務課

（�２９０―１８００ �２９０―１８１４）へ。

子どもの体力低下が社会問題化され

て随分年月が経ちましたが、まだまだ

改善には至っていません。

運動の二極化や肥満の問題も親とし

ては気になる話題です。

実は、子どもの体力は、週末や夏休

み、春休みなどの休暇中の過ごし方に

強く影響されています。つまり、家庭

での運動習慣がとても重要であること

が分かっています。また、親の運動習

慣と子どもの運動習慣には相関関係が

あります。

子育ての最中で、運動する時間をと

ることは難しいかもしれません。で

も、子どものため、また、親自身の健

康のためにも、日常生活の中で軽い運

動（ウオーキングやジョギングなど）を

心掛けましょう。

食卓はコミュニケーションをとるこ

とのできる身近な場です。

かつての日本では、家族みんなで食

卓を囲み、時間をかけて、楽しく語り

合いながら家族の人間関係を深めてき

ました。一方、現代は、親も子どもも

多忙な中で、食事を作る時間や、食べ

る時間など、家族の団らんの時間も節

約され、子どもの孤食も問題になって

きています。

バランスのとれた食事も大切です

が、忙しい日々の中でも、食事を一緒

に食べる時間を見つけてはいかがです

か。一緒に食べられ

ないときは、一言メ

ッセージを添えるな

どにより、愛情を伝

えてみませんか。

６月２４日（日）、午前１０時～午後６時

（予定）、いずみがおか広場、ビッグア

イ、交流広場（いずれも泉ケ丘駅前）で。

雨天決行。無料。直接会場へ。

青少年の健全育成や世代間交流、地域

活性化などを図るため、よさこい踊り

【写真】を披露し
ます。平成２２年

から活動をはじ

め、今年は、近畿

２府４県から５８

チームが参加し

ます。
問 合 ニュータウン地域再生室（�２２８

―７５３０ �２２８―６８２４）へ。

議題は「地域とともに支える、子ども

の健やかな成長について」です。

６月８日（金）、午後６時から、南区役

所２階２０３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。

５月２８日より市政情報コーナーが３階

企画総務課横から１階玄関ホール前（図

参照）に移転しました。

今後とも皆さんのご利用をお待ちして

います。
問 合 南区役所企画総務

課（�２９０―１８００ �２９０―
１８１４）へ。

宮崎美咲さん、壮将（そうま）さん親子
が南区最優良賞
５月１４日、「全大阪よい歯のコンクー

ル」堺地区審査会で、南区の宮崎美咲さ

んと壮将さん【写真】が選ばれました。
これは、歯と口の健康週間（６月４～

１０日）にちなんで、健康で奇麗な歯を持

つ親子を表彰するものです。

表彰式の後、宮崎さんは「毎日、かか

さず歯みがきをするように心掛けていま

す。これから

も、歯医者に

かかることの

ないよう気を

付けていきた

いです」と話

しました。
問 合 南保

健センター

（�２９３―１２２２
�２９６―

２８２２）へ。

泉北高速鉄道「栂・美木多駅」下車すぐ

■携帯サイト■
http:��www.city.
sakai.lg.jp�i�kuyaku
sho�minami�index.
html

1―C3―18―0033

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年度第２回
南区教育・健全育成会議

平成３０年（２０１８年） 第１４７号

6

南
区
役
所
庁
外

南
区
役
所


