
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）

１０／１１
１４：００～１６：００

９／７
１４：００～１６：００

１０／２２
１４：００～１６：００

９／１９
１４：００～１６：００

１０／１６
１４：００～１６：００

９／２６
１４：００～１６：００

１０／１５
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】

９／６
１４：００～１６：００

９／２８
１４：００～１６：００

９／１８
１４：００～１６：００

９／１２
１４：００～１６：００

９／１１
１４：００～１６：００

９／１９
１４：００～１６：００

９／５、１０／３
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 １０／１６
１０：００～１２：００

１０／１９
１０：００～１２：００

９／１１
１０：００～１２：００

１０／１７
１０：００～１２：００

９／２０
１０：００～１２：００

９／１４
１０：００～１２：００

１０／２２
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 １０／１０ １０／１５ ９／５ １０／１１ ９／１４ ９／１０ １０／１６

�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） ９／１２・２６、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

９／１２・２６ ９／１３・２７ ９／５・１９ ９／１４・２８ ９／１１・２５ ９／４・１８ 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

�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�９月１・８・１５・２２・

２９日、午後３～３時３０分。

�栂分館�９月８日（土）、午後３～
３時３０分。

�美木多分館�９月１・１５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�９月１９日（水）。
�栂分館�９月１３日（木）。
�美木多分館�９月２０日（木）。

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�９月３・４・１０日・１０月１日

９月

�栂文化会館ホールの催し
いずれもチケットの購入が必要。販売

場所など、詳しくは同館へ。

�ジョイントコンサート�１１月１１日
（日）、午後２時開演。前売券�販売中。
１，０００円。全席自由席。

�ごぼう先生の笑顔
をつくる健康体操�１１
月１４日（水）、午後２時

３０分から。前売券�９
月１４日から発売。７００円。全席自由席。

�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」。前売券�販売中。各５００円、当日
券は１００円増し。全席指定席、完全入替

制。未就学児の入場はご遠慮ください。

�０歳からの親子で楽しむコンサート
「おんがくものがたり あめふりクマち

ゃん」�１２月１６日（日）、午後２時から。

前売券�９月１４日から発
売。大人１，８００円、子ど

も（３歳以上小学生まで）

８００円。０～２歳児は保

護者１人につき１人まで

膝上無料。全席指定席。

�１０月開講文化・文芸講座受講生募集
�懐かしの歌声サロン �とが料理教
室（木曜コース） �朗読教室 �骨盤矯
正エクササイズ（女性限定） �フラダン
ス（女性限定） �ウクレレ教室 �朗読
講座「言葉を届けよう～声は人なり～」

�おはようヨガ �書道教室 �書道に
親しむ �子ども書道 �初歩からのて
ん刻 �茶道教室 �欧風ししゅう �
注染体験講座 �いつもとちがう手作り
みそ（お雑煮みそ） �注染の手ぬぐいで
作るヘアゴムワークショップ

�やさしい万葉集 �「幕末の著名人」
歴史講座

文化・文芸講座はいずれも受講料など

が必要。締め切りは９月９日（ヘアゴム

ワークショップは９月３０日）（必着）。講

座内容や開催日時、申し込み方法など詳

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

皆さんの家庭から出

たごみが処理される工

程を確認してみません

か。

クリーンセンター臨

海工場と古紙を原料と

してトイレットペーパーを製造するリバ

ース本社工場を見学。市内在住の中学生

以上が対象。無料（昼食は各自で）。

１０月２３日（火）、午前９時１５分～午後３

時３０分、南区役所で集合・解散。
申 込 はがきか FAX、電子メールで

参加者全員の郵便番号、住所、氏名（ふ

りがな）、電話番号、参加希望日を書い

て、９月２０日（必着）までに資源循環推進

課（〒５９０―００７８ 堺区南瓦町３―１ �
２２８―７４７９ �２２８―７０６３ 電 子

メールshijyun@city.sa

kai.lg.jp）へ。抽選３５人。

桂米朝一門の落語家【写真】が、古典落
語の神髄を披露します。

１０月２９日（月）、午後６時３０分開演、ビ

ッグ・アイ（泉ケ丘駅前）多目的ホール

で。全席指定席。未就学児の入場はご遠

慮ください。

前売券�３，０００円。当日券は５００円増
し。堺市文化振興財団、栂文化会館、東

文化会館、アルテベル、ローソン、イー

プラス、チケットぴあで販売中。同財団

で電話予約も可（�２２８―００５５）。車椅子を
ご利用の方は事前にご連絡ください。
問 合 同財団（�２２８―０４４０ �２３２―

０１１０）へ。

JOBステーション南サテライト（南区

役所３階）では、「働きたい」を応援するイ

ベントを開催します。内容は表のとおり。

９月２５日（火）、午前１０時３０分～午後４

時３０分、南区役所２階２０１・２０２会議室

で。就職や転職を希望する１５～３９歳の方

と全年齢の女性が対象。いずれも無料。未

就学児の託児あり。
申 込 ９月４日から受け付け。�～�

は直接か電話でさかい JOBステーショ

ン（堺市駅前 �０１２０―２４５１０８ �２３８―
４６０５）か、直接南サテライトへ。�～�
は直接会場へ。託児の予約受け付けは９

月２１日まで。

ごみ処理施設見学会参加者募集 ～ごみのゆくえを知ろう！～

第40回 第40回 市民寄席「桂米朝一門市民寄席「桂米朝一門会」会」第40回 市民寄席「桂米朝一門会」

JOBステーション南サテライト
就職応援フェア ⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆～自分にあった「しごと」さがそ～

自由閲覧「お仕事」や「働きたい」の情報提供�
１０：３０～１６：００

情報コーナー

随時受付パソコンを使った適性診断�職業適性診断

随時受付診断結果説明�

相談
１人３０分
（予約優先） ８人女性のキャリアブランク解消支援事業�

１２：００～１６：００

８人職場体験相談�
８人福祉のお仕事相談	
８人保育のお仕事相談

８人職業訓練相談�

ハローワーク堺
in 南区役所 （予約優先）

８人求人検索＆職業紹介�

各８人アロマを使ったストレスケア１４：１５～１５：１５
１５：３０～１６：３０

プチセミナー
（要予約）

各８人カラーを使ったストレスケア�１１：００～１２：００
１２：１５～１３：１５

定員内容時間

制作協力：米朝事務所

遺言、相続、内容証明や各種契約書の

作成、帰化申請、建設・産廃業や宅建業

などの営業許可申請、会社設立などにつ

いて相談できます。電話相談はできませ

ん。

９月１５日（土）、午後１時３０分～４時

（受け付けは３時３０分まで）、栂文化会館

（栂・美木多駅前）第２講座室で。予約

可。予約は、大阪府行政書士会堺支部

（�２３４―３９９９ �２６２―８５２３）へ。
問 合 同会堺支部か市民人権総務課

（�２２８―７５７９ �２２８―０３７１）へ。

行政書士による無料相談会

桂ざこば 桂南光 桂米團治

平成３０年（２０１８年）９月１日南区広報 


