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南区ハート＆トークセッションを開催南区ハート＆トークセッションを開催

　～市長・区長と南区のまちづくりにつ
いて語ろう～～市長・区長と南区のまちづくりについ
て語ろう～南区ハート＆トークセッションを開催

　～市長・区長と南区のまちづくりにつ
いて語ろう～

日時：10月28日 　午前11時～午後0時30分日

場所：大蓮公園（南区若松台2丁5）
雨天
中止

台風21号の被害について
オリックス・バファローズ野球教室（小学生軟式　　　　野球教室）

平成３０年９月１日推計
（ ）内は前月比

総 人 口……１４１，８９０人（１１５人減）
男 …… ６５，８５３人
女 …… ７６，０３７人

世 帯 数…… ５９，７２１世帯（３３世帯減）
人口密度………３，５１３人／�
面 積………４０．３９�

公園にある土や木、葉っぱなど自然の

素材を使って自由な発想で遊びます。

また、午前１１～１１時３０分、午後１時３０

分～２時に、未就学児を対象としたプロ

グラムとして地域の「子育てサロン」や

「みんなの子育てひろば」の皆さんによる

ふれあい遊びや手遊びがあります。無

料。直接会場へ。汚れても良い服装でお

越しください。未就学児は保護者同伴。
問 合 南区役所企画総務課（�２９０―

１８００ �２９０―１８１４）へ。

市では、市民・企業・行政などのさ

まざまな主体が連携する「協働のまち

づくり」を進めています。その一環と

して市長・区長とまちづくりについて

語るハート＆トークセッションを開催

します。今回は「デザインの力で住み

よいまちに」をテーマに、ランドスケ

ープデザイナー・忽那裕樹さんの進行

のもと、東京大学先端科学技術研究セ

ンター助教・泉山塁威さんと２０１６年度

少年少女国連大使の山中景暁さんをパ

ネリストとして迎えます。トークセッ

ション後には、会場の皆さんとの意見

交換を行います。

手話通訳・要約筆記あり。無料。直

接会場へ。先着１００人程度。

手話通訳・要約筆記を希望する方は

南区役所企画総務課（�２９０―１８００ �
２９０―１８１４）へ。

同時開催：まちの住みかを楽しもう
in 大蓮公園
泉北をつむぐまちとわたしプロジェ

クト主催。詳しくは下記「泉北ニュー

タウン秋の催し」をご覧ください。

９月４日に接近した台風２１号により、

本市に甚大な被害が発生しました。被災

された皆様に心よりお見舞いを申し上げ

ます。

台風によりもろくなった建物や倒木に

はなるべく近寄らないようにするなど、

２次被害の防止に努めるとともに、最新

の気象状況に常にご注意ください。

また、被害を受けた方の生活再建に向

けた支援を実施しています。詳しくは、

広報さかい２ページでご覧になれます。

問 合 南区役

所企画総務課

（�２９０―１８００
�２９０―１８１４）

へ。

オリックス・バファローズの OB 選

手から直接指導を受けることで野球のお

もしろさ、楽しさを体感できます【写真】。
１０月２８日（日）、午前１０時～正午、鴨谷

野球場（南区鴨谷台２丁４―１）で。小学

３～６年生が対象。無料。
申 込 郵便番号、住所、参加者と保護者

の氏名、電話番号、学年、経験の有無を書

いて、１０月２～１５日（必着）にハガキか F

AX、電子メールで堺市教育スポーツ振

興事業団（〒５９９―８１２３ 東区北野田１０７７

アミナス北野田３

階）へ。抽選４０人。
問 合 同財団（�

２９４―６１１１ �２３７―
６００１ 電 子

メールentry@sakai

�kyospo.jp ホーム
ページhttp���s

akai�espa.com�）へ。

台風２１号の被害により、１０月７日

に予定していた上神谷のこおどり奉

納は中止となりました。

問 合 ニュータウン地域再生室（�２２８―７５３０ �２２８―６８２４ 電 子
メールnisai@city.sakai.lg.jp）

�MOMONO MARCHE
「ハロウィンマルシェ」を開催しま

す。ハロウィン変身グッズづくりやバ

ルーンアート、スイーツやドリンク、

ワークショップなどの店舗が出店しま

す。仮装での参加可。

１０月２０日（土）、午後３～７時、UR

泉北桃山台一丁団地集会所前広場（南

区桃山台１丁３―１３）で。入場無料。直

接会場へ。荒天中止。

�ハッピーハロウィン in 泉ケ丘
ハロウィーンをテーマにした仮装パ

レードやスタンプラリー、ステージシ

ョー、縁日を行

います。

１０月２７日

（土）、午前１１時

～午後５時、い

ずみがおか広場とビッグバン前交流広

場（いずれも泉ケ丘駅前）で。入場無

料。直接会場へ。

�公社茶山台団地に手作りのお惣菜
屋さん「やまわけキッチン」が１０月下旬
オープン�

団地の空き

室を活用し、

食と集いの場

を創出しま

す。安価で栄

養バランスの良い手作り惣菜を販売

し、その場で食べることもできるカフ

ェスペースも用意しています。大阪府

住宅供給公社茶山台団地（南区茶山台

２丁１番）２１棟３０２号室で。営業時間

は、毎週月・火・金・土曜日、午前１１

時～午後３時。

�まちの住みかを楽しもう in 大蓮
公園
泉北産の食材を使った食事やフォト

ブース、北欧の装飾づくり、アップサイ

クルマーケット、ドッグランなど、４０を

超えるプログラムが楽しめます。

前夜祭は１０月２７日（土）、午後３～９

時３０分。１０月２８日（日）、午前１０時～午

後４時（雨天時は１１月４日に延期）、大

蓮公園（南区若松

台２丁）で。入場

無料。一部プログ

ラム有料・申し込

みが必要。

�実家・空家のセミナー・相談会、
ミニ座談会
�「家族みんなが幸せになる実家・

空き家のお片付け」をテーマにしたセ

ミナーと個別相談会�講師は整理収納
アドバイザー・住野幸子さん。１１月１０

日（土）、午前１０時～正午、泉ヶ丘セン

タービル（泉ケ丘駅前）で。先着２５人。

�ミニ座談会�１０月３１日（水）、午前
１０時～正午、スペースかんなび（南区

城山台３丁１８―５）、１１月８日（木）、午

前１０時～正午、share space まちい

え（南区高倉台※詳細住所は申し込み

後に案内）、１１月１３日（火）、午前９時

３０分～１１時３０分、オークカフェ（南区

茶山台３丁２２―１１）。先着各５人。いず

れも無料。
申 込 受け付け中。FAX か電子メ

ールで、住所、氏名、電話番号、電子

メールアドレス、個別相談があればそ

の内容を書いて、大阪府不動産コンサ

ルティング協会（�２９４―３７０８ �０５０―
３７３７―８８９９ 電 子

メールsoudan@oreca.jp）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（公園・緑地に関すること）
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
法人市民税・事業所税に
関すること �２３１―９７４２ �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

上神谷のこおどり奉納中止について

平成３０年（２０１８年） 第１５１号

10

南
区
役
所
庁
外

昨年の様子

南
区
役
所


