
�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�１１月３・１０・１７・２４
日、午後３～３時３０分。 �栂分館�
１１月２４日（土）、午後３～３時３０分。

�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�１１月２１日（水） �栂分
館�１１月８日（木）
�南図書館おたのしみフェア
いずれも無料。直接会場へ。先着順。

�１１月３日（祝日）、午前１０時～午後
４時�「さいとうしのぶさんのえほん
ライブ」、「絵本をたのしもう�（読み
聞かせと展示）」、「手作り工作コーナ

ー」、「朗読会」など。南図書館で。

�１１月４日（日）、午前１１時～午後３時
３０分�「ぴよぴよおはなしかい」、「お
はなし大会」。南図書館で。 �１１月
４日（日）、午前１０時３０分～１１時３０分�
「絵本をたのしもう�（読み聞かせと展
示）」。美木多分館で。

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
はその直前の執務日�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）

１２／１３
１４：００～１６：００

１１／２
１４：００～１６：００

１２／１０
１４：００～１６：００

１１／２１
１４：００～１６：００

１２／１８
１４：００～１６：００

１１／２８
１４：００～１６：００

１２／１７
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】

１１／１
１４：００～１６：００

１１／１６
１４：００～１６：００

１１／２０
１４：００～１６：００

１１／１４
１４：００～１６：００

１１／１３
１４：００～１６：００

１１／２１
１４：００～１６：００

１１／７
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 １２／１８
１０：００～１２：００

１２／２１
１０：００～１２：００

１１／１３
１０：００～１２：００

１２／１９
１０：００～１２：００

１１／１５
１０：００～１２：００

１１／９
１０：００～１２：００

１２／１７
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 １２／１２ １２／１７ １１／７ １２／１３ １１／９ １１／５ １２／１１

�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） １１／１４・２８、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

１１／１４・２８ １１／８・２２ １１／７・２１ １１／９ １１／１３・２７ １１／６・２０ 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

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�１１月５・１２・１９・２６日、

１２月３・４日

１１月

�栂文化会館ホールの催し
前売券の販売場所など、詳しくは同館

へ。いずれも全席指定席。

�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時開演。
前売券（当日券共に大人１，８００円、３歳～

小学生８００円）販売中。０～２歳は保護者

１人につき１人まで膝上無料。

�栂文サウンド夢セレクション「歌と
歩いた青春 Vol.2」�１月１９日（土）、午
後２時開演、前売券（４，５００円、当日券は

５００円増し）販売中。未就学児の入場はご

遠慮ください。

�名画鑑賞会�２月１５日（金）、午前１０
時から「モリのいる場所」、午後１時から

「母と暮せば」。１１月１６日より前売券（５００

円、当日券は１００円増し）発売。完全入替

制。未就学児の入場はご遠慮ください。

�１１月募集 文化・文芸講座
内容は表のとおり。いずれも受講料な

どが必要。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

古代～中世の写経を通じて、知られざ

る堺の寺院・僧侶について紹介します。

１１月１７日～１２月１６日、午前９時３０分～

午後５時１５分（入場は午後４時３０分ま

で）、堺市博物館（堺区百舌鳥夕雲町２

丁）展示場で。入場料が必要。

法道寺所蔵の光明皇后願経【写真】や、
かつて栂にあった山井寺関連のお経や仏

像などを展示します。また、次のとお

り、講座と講演会を開催します。いずれ

も同館地階ホールで。直接会場へ。

�展示品解説�１１月１７・２３日、午後２
～２時４５分。

�学芸講座�１２月２日（日）、午後２～
３時３０分。先着８０人。

�講演�１２月８日（土）、午後２～３時
３０分。先着８０人。
問 合 堺市博物館（�２４５―６２０１�月曜休

館� �２４５―６２６３）へ。

泉北ニュータウンの催し
�は南海リフォームプラザ・泉北（�

０１２０―４０３―３６３�火・水定休�）、�はいた
だきますプランニング k.itadakimasu@gma

il.comか http���itadakiplan.com�問合せフォ

ーム�、��は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）へ申し込みが必

要。その他の催しは直接会場へ。
問 合 ニュータウン地域再生室（�２２８

―７５３０ �２２８―６８２４）へ。

１１月３０日１２月２８日（金） 午後２時～３時３０分お正月用フラワーアレンジメント

１１月１０日１２月１３日（木） 午前１０時～正午「幕末の著名人」歴史講座
「吉田松陰、久坂玄瑞らと幕末」

１１月１０日１２月６日（木） 午前１０時３０分～午後１時おせち料理
締切（必着）日 時講座名

堺・経典をめぐる文化史
企 画 展

すまいるセンター（南区桃山台２丁３―４）
１１月２０日（火）、
１０：００～１２：００

空き家所有者の相続、賃貸活用、空き家のお
片付けなどをテーマとしたミニ座談会（無料）

⑧ オークカフェ（南区茶山台３丁２２―１１）
１１月１３日（火）、
９：３０～１１：３０

Share Space まちいえ（南区高倉台）
※詳細住所は申し込み後案内

１１月８日（木）、
１０：００～１２：００

オークカフェ（南区茶山台３丁２２―１１）
１２月１日（土）、
９：００～１１：００

家族みんなが幸せになる実家・空き家のお片
付けセミナーと個別相談会（無料）

⑦

泉ヶ丘センタービル（泉ケ丘駅前）
１１月１０日（土）、
１０：００～１２：００

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）

１２月２日（日）、
１０：３０～１３：３０

泉北のめぐみ、いただきます�「年末年始の
おもてなしのための料理教室」（有料）

⑥

泉ヶ丘緑道（高倉台４丁―２６）
１１月１８日（日）、
１０：００～１３：００

泉北の緑道で優雅な休日を「緑道カフェ×ピ
クニック」（入場無料）

⑤

ビッグバン交流広場（泉ケ丘駅前）
１１月１７日（土）、
１０：００～１６：００

ちょっくらわくわくまつり④

南海リフォームプラザ・泉北カルチャールー
ム（中区上之５８８―１）１２月８日（土）、

１０：００～１２：３０
簡単大掃除術セミナーとクリスマスケーキの
デコレーション教室（有料）

③

１１月１７日（土）、
１０：００～１２：３０

お片づけのコツセミナーと旬野菜の作り置き
料理教室（有料）

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）

１１月１７日（土）、
１０：００～１４：００

MOMONO MARCHE「オータムランチマ
ルシェ」（入場無料）

②

帝塚山学院大学泉ヶ丘キャンパス（南区晴美
台４丁２―２）

１１月１７日（土）、
１０：００～１２：００

まちかど保健室 in 帝塚山学院大学（無料）①

場 所日 時催 し

能を身近に感じましょう
１１月２０日（火）、午後１時３０分～４時、

栂文化会館（栂・美木多駅前）ホールで。

無料。元大谷大学教授・荒井とみよさん

の講演のあと、観世流準職分の塩谷恵さ

ん・森壽子さん、観世流名誉師範の隅田

峰子さんが出演します。

申 込 受け付け

中。はがきか FAX

で住所、氏名、電話

番号を書いて、いづ

み健老大学（〒５９０―

０１１５ 南区茶山台１

丁２―１ 泉ケ丘セ

ンタービル４階 �
２９９―１４５４ �２９９―
１４５４）へ。

市民公開講座市民公開講座市民公開講座
いづみ健老大学

�キッズ向けテニス体験会参加者募集
小さな子どもでも簡単にラリーやゲー

ムができ、テニスを楽しめます。１２月１５

日（土）、午前１０時～正午、３歳～小学校

低学年が対象。費用５００円。
申 込１１月３日、

午前１０時から電話で

同館へ。先着４０人。

南区鴨谷台 2丁 4 -1 ☎296-1717
（休館日 11月 12日〈月〉） FAX294-1766

鴨谷体育館
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