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�ブックフェア
�南図書館�（一般）「食と健康を考

える」、（児童）「夏休みにおすすめ�」
�栂分館�（一般）「Simple is best

（シンプルイズベスト）�快適生活」、
（児童）「星座を見つけよう」

�美木多分館�（一般）「アウトドア
を楽しもう」、（児童）「工作・夏休みの

おすすめ本」

�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�７月１８日（水）
�栂分館�７月１２日（木）
�美木多分館�７月１９日（木）
�おはなし会
おはなしや絵本などを楽しむ子ども

向けの催しです。いずれも無料。直接

会場へ。先着各３０人。

�南図書館�７月７・１４・２１日、午
後３～３時３０分。

�栂分館�７月１４・２８日、午後３～
３時３０分。

�美木多分館�７月７日（土）、午後
３時３０分～４時。

�いらっしゃいおはなし会へ
図書館で行っているおはなし会につ

いて知ってもらうためのパネル展示と

おはなし会です。南図書館で。いずれ

も無料。直接会場へ。

�パネル展示�７月２１～２９日。
�おはなし会�７月２１・２２・２４・２６
・２９日、午後３～３時３０分。先着各３０

人。

�こわいこわ～いおはなし会�７月
２８日（土）、午後３～３時３０分、午後３

時３０分～４時の二部制。先着各８０名。

�ぴよぴよおはなしかい�７月２９日
（日）、午前１１～１１時３０分。先着１５組。

�おはなし大会
おはなしの世界を楽しんでみません

か。７月２５日（水）、午後１時３０分～２

時、２～２時３０分、

美木多分館で。無

料。直接会場へ。先

着各３０人。

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�７月２・９・２３・３０日

７月

�夏休み工作シリーズ受講生募集
いずれも受講料などが必要。締め切り

は７月１０日（必着）。抽選各２４人。講座内

容や申し込み方法など詳しくは同館へ。

�植物の色の秘密を探ろう��８月４
日（土）、午前１０時～正午。小学生が対象。

�振動モーターで動くおもちゃの制作
�８月５日（日）、午前１０時～正午。小学
３年生以上が対象（３・４年生は保護者

同伴で）。

�文化講座受講生募集
�布ぞうり作り�８月９日（木）、午前

１０時～午後１時。費用１６００円（材料費含

む）。締め切りは７月１０日（必着）。抽選３０

人。申し込み方法など詳しくは同館へ。

�「栂文朗読発表会」参加者募集
９月２日（日）、午後１時３０分から。中

学生以上が対象。参加費が必要。締め切

りは７月３１日まで。申し込み方法など、

詳しくは同館まで。抽選３０人。

�栂文化会館の催し
いずれも栂文化会館ホールで。チケッ

トの購入が必要。全席指定。費用や販売

場所、購入方法など、詳しくは同館へ。

電話予約は、堺市文化振興財団（�２２８―
００５５）へ。未就学児の入場はご遠慮くだ

さい。

�２時間でわかるイタリアオペラ�７
月８日（日）、午後２時開演。チケット販

売中。

�小原孝ピアノリサイタル２０１８�１０月
７日（日）、午後２時開演。７月６日から

チケットを発売。

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

国が実施する統計調査の調査員を募集

しています（登録制）。

調査員は、調査の対象とな

る世帯や事業所への調査票の

配布や回収などの業務を行い

ます。担当する調査区数など

に応じて、完了後に報酬が支払われます。

なお、調査員に就任する期間は１つの

調査につき２カ月程度です。

今年は、住宅・土地統計調査を実施し

ます（就任期間は８月下旬～１０月下旬）。

登録を希望する方は、南区役所企画総

務課（�２９０―１８００ �２９０―１８１４）へ。
問 合 同課か企画部調査統計担当（�

２２８―７４５０ �２２２―９６９４）へ。

�夏の短期ジュニアスクール開講
７月３０日～８月２日、表のとおり夏の

短期ジュニアスクールを開講します。夏

休みの間に、運動の基

礎を学んで新学期に備

えましょう。受講には

上靴が必要です。
申 込 ７月１０～１６日

の午前９時から、電話

で同館へ。抽選３２人。

南区鴨谷台 2丁 4 -1 ☎296-1717
（休館日 7 月9日〈月〉） FAX294-1766

鴨谷体育館

（全４回）３２人小学
１～３年生

１０：００～
１１：１０

マット８月２日
とび箱８月１日
鉄棒７月３１日
走り方７月３０日

参加費定員（抽選）対象時間種目日程

４，３２０円

登録統計調査員
募 集

泉北の季節の泉北の季節の
おいしい食材をい食材を
使った料理教室た料理教室

泉北のめぐみ泉北のめぐみ、いただきまいただきます！泉北のめぐみ、いただきます！
泉北の季節の
おいしい食材を
使った料理教室
泉北の季節の野菜を使ったカレーとピ

クルス、デザートを作る料理教室を開催

します。講師はいただきますプランニン

グ代表・山口香代子さん。

８月１０日（金）、午前１０時３０分～午後１

時３０分、大阪ガスショールームディリパ

泉北（南区若松台３丁１―５）で。５歳以

上の子どもとその保護者が対象（大人１

人につき子ども２人まで）。費用１人

１，０００円。
申 込 受け付け中。電子メール（k.itada

kimasu@gmail.com）かホームページ（http���
itadakiplan.com）の問合せフォームに、住

所、氏名、電話番号、メールアドレス、

参加人数、子どもの年齢、食物アレルギ

ーの有無を書いて、７月３１日までに同プ

ランニングへ。先着２４人。
問 合 上記申込先かニュータウン地域

再生室（�２２８―７５３０ �２２８―６８２４）へ。

サマースクール南消防署
�消防署で楽しく防災を学びましょう
子どもたちが消防隊員とふれあい、学

ぶ場「南消防署サマースクール」を開催し

ます。

８月１０日（金）、午前１０～１１時３０分、午

後２～３時３０分の２部制。南消防署で。

中学生以下の子どもとその保護者が対

象。無料。
申 込 ７月１３日（必着）までに、南消防

署、区役所市政情報

コーナーにある申込

用紙（市ホームペー

ジからダウンロード

可）に必要事項を記

入のうえ、直接か郵

送、FAX で南消防

署（〒５９０―０１３２ 南

区原山台１丁１４―１

�２９９―０１１９ �２９８―０１１９）へ。１家族
につき１枚の申込用紙で。先着各５０人。

昨年の様子

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。 申 込 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。 申 込 月～金曜日、１０：００～１６：００、詳細は大阪司法書士会（�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―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 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）

８／９
１４：００～１６：００

７／６
１４：００～１６：００

８／２７
１４：００～１６：００

７／１８
１４：００～１６：００

８／２１
１４：００～１６：００

７／２５
１４：００～１６：００

８／２０
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】

７／５、８／２
１４：００～１６：００

７／２７
１４：００～１６：００

７／１７
１４：００～１６：００

７／１１
１４：００～１６：００

７／１０
１４：００～１６：００

７／１８
１４：００～１６：００

７／４、８／１
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 ８／２１
１０：００～１２：００

８／１７
１０：００～１２：００

７／１０
１０：００～１２：００

８／１５
１０：００～１２：００

７／１９
１０：００～１２：００

７／１３
１０：００～１２：００

８／２７
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 ８／１５ ８／１３ ７／４ ８／９ ７／１３ ７／９ ８／２１

�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） ７／１１・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

７／１１・２５ ７／１２・２６ ７／４・１８ ７／１３・２７ ７／１０・２４ ７／３・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
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