
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

９／７
１４：００～１６：００

８／２７
１４：００～１６：００

９／１９
１４：００～１６：００

８／２１
１４：００～１６：００

９／２６
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】

８／２
１４：００～１６：００

８／２４
１４：００～１６：００

８／２１
１４：００～１６：００

８／８
１４：００～１６：００

８／１４
１４：００～１６：００

８／１５
１４：００～１６：００

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

９／１１
１０：００～１２：００

８／１５
１０：００～１２：００

９／２０
１０：００～１２：００

９／１４
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 ９／５ ８／９ ９／１４ ９／１０ 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） ８／８・２２、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

８／８・２２ ８／９・２３ ８／１・１５ ８／１０・２４ ８／１４・２８ ８／７・２１ 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）「おもしろ BOO

KS 探偵帖」、（児

童）「夏休みにおすすめ�」
�栂分館�（一般）「夏の星空」、（児

童）「地球を考えよう」

�美木多分館�（一般）「マンガで学
ぶ入門書」、（児童）「工作・夏休みのお

すすめ本」

�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。無料。直接会場へ。

先着各３０人。

�南図書館�８月４・１１・１８・２５
日、９月１日、午後３～３時３０分。

�栂分館�８月１１日（祝日）、午後３
～３時３０分。

�美木多分館�８月２６日、９月１
日、午後３時３０分～４時。

�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�８月１５日（水）。
�美木多分館�８月３０日（木）。
�おはなし大会
おはなしの世界を楽しんでみません

か。８月２５日（土）、午後３～３時３０

分、３時３０分～４時、栂分館で。無

料。直接会場へ。先着各３０人。

�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�８月６・１３・２０・２７日

８月

�市民参加型事業「栂文朗読発表会」
９月２日（日）、午後１時３０分開演。同

館第１講座室で。無料。直接会場へ。先着

８０人。未就学児の入場はご遠慮ください。

�秋の名画鑑賞会「銀幕のスター親子
対決シリーズ」
１１月２５日（日）、午前１０時から「あん」、

午後１時３０分から「永い言い訳」、同館ホ

ールで。全席指定、完全入替制。未就学

児の入場はご遠慮ください。

前売券�８月２４日から発売。各５００
円。当日券は１００円増し。チケットの販

売場所など、詳しくは同館へ。

�小原孝ピアノリサイタル２０１８
１０月７日（日）、午後２時開演。同館ホ

ールで。全席指定。未就学児の入場はご

遠慮ください。前売券�販売中。３，０００
円。当日券は５００円増し。販売場所な

ど、詳しくは同館へ。

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

買収や供応などに

よるゆがんだ選挙を

排除し、選挙が公正

で適正に行われ、私

たちの意思が政治に

正しく反映される選

挙を「明るい選挙」と

いいます。現在、市内小・中学校、高

校、支援学校に在学の児童・生徒を対象

に、「明るくきれいな選挙」をテーマとし

たポスター作品を募集中です。

詳しくは市役所市政情報センター、区

役所市政情報コーナーにある募集要項

（市ホームページ〈アドレスは広報さかい

１ページ参照〉からダウンロード可）でご

覧になれます。締め切りは９月７日（必

着）。 問 合 選挙管理委員会事務局（�
２２８―７８７６ �２２８―７８８３）へ。

段ボール箱を使って生ごみの減量・堆

肥化ができる、環境に優しいごみの処理

方法「生きごみさん」の作り方・育て方を

学びます。できた堆肥は、ガーデニング

や家庭菜園などに利用できます。

講習会参加者には「生きごみさん」に必

要な資材をプレゼントします。

８月２８日（火）、午後２～３時３０分、南

区役所で。市内在住の方が対象。無料。
申 込 はがきか FAX、電子メールで

住所、氏名、年齢、電話番号、講習日を

書いて、８月１７日（必着）までに資源循環

推進課（〒５９０―００７８ 堺区

南瓦町３番１号 �２２８―
７４７９ �２２８―７０６３ 電 子

メールshijy

un@city.sakai.lg.jp）ヘ。

段ボール箱の中で生ごみを堆肥に！～生きごみさん講習会～

「応募先に合わせた、会ってみたいと

思わせる、志望動機の考え方を知る」を

テーマにセミナーを開催します。

８月２４日（金）、午前１０時～正午、南区

役所３階で。就職や転職を希望する１５～

３９歳の方と女性が対象。無料。未就学児

の託児あり。
申 込 直接か電話で、８

月２３日（託児は２２日）までに

さかい JOB ステーション

（�０１２０―２４５１０８ �２３８―４６０５）か南サテ
ライト（�２９５―８０８０）へ。先着２０人。

JOBステーション南サテライト
就職力アップセミナー ⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆「志望動機の考え方」

～面接官に会いたいと思わせるポイント～

地震が起こった時には、次の行動を取

ってください。

�第一に身の安全を確保する。
�出口を確保する（特に鉄筋コンクリ

ートの建物は、建物が歪み、出入口が開

かなくなることがあります）。

�火の始末は、すばやくあわてず、確
実に。

�あわてて戸外に飛び出さない（瓦や
ガラス・看板の落下で危険です）。

�ブロック塀・門柱・自動販売機など
は倒れやすいので近寄らない。

�山崩れや崖崩れ、津波に注意（ラジ
オやテレビで正しい情報を入手し、津波

警報が発令されたら、海岸付近にいる人

は急いで高いところへ逃げましょう）。

�避難の際は徒歩で荷物は最小限に
し、避難先や安否情報を書いた連絡メモ

を残す。

�噂やデマなど、不確かな情報をもと
に行動せず、ラジオやテレビで正しい情

報をつかむ。

�未確認の情報をむ
やみに拡散しない。
問 合 南区役所企画

総務課（�２９０―１８００
�２９０―１８１４）へ。

地震が起こったら
防災コラム

レジャーに出掛けることが多い季節

は、冷却スプレーや消臭・防虫スプレー

を使う機会が多くなります。

スプレー缶の多くには可燃性ガスが含

まれており、火気を近づけると危険で

す。使用する際は使用上の注意をよく読

み正しく使用しましょう。 問 合 南消

防署（�２９９―０１１９ �２９８―０１１９）へ。

スプレー缶の正しい使用を南消防署

わーい海は楽しいな♪ そして…たばこを一服…

あ！危ない！火気厳禁！
出発前に

ひんやりスプレーシュー！
安全第一で出発！冷却スプレー

1 2 3 4

ポスター作品を募集中明るい
選挙啓発
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