
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

１／４
１４：００～１６：００

１２／１０
１４：００～１６：００

１／１６
１４：００～１６：００

１２／１８
１４：００～１６：００

１／２３
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】

１２／６
１４：００～１６：００

１２／２８
１４：００～１６：００

１２／１８
１４：００～１６：００

１２／１２
１４：００～１６：００

１２／１１
１４：００～１６：００

１２／１９
１４：００～１６：００

１２／５
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

１／８
１０：００～１２：００

１２／１９
１０：００～１２：００

１／１７
１０：００～１２：００

１／１１
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 １２／２８ １２／１３ １／１１ １／７ 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） １２／１２・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

１２／１２・２６ １２／１３・２７ １２／５・１９ １２／１４・２８ １２／１１・２５ １２／４・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、１２月２９日～１月３日は休み。�～�は、どの区でも可。

堺
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区
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区

MOMONO MARCHEMOMONO MARCHEMOMONO MARCHE
クリスマス一色に染まった団地広場で

あったかフードの販売や、とっておきの

ワークショップなどを行います。１２月１５

日（土）、午前１０時～午後２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。
問 合 ニュー

タウン地域再生

室（�２２８―７５３０
�２２８―６８２４）

へ。

豊かな自然が残る南部の丘陵地域にあ

るフォレストガーデン（地図参照）は、散

策路で森林浴ができたり、四季折々の花

木を見たり、自然緑地や木製遊具がある

わんぱく広場で遊んだりできます。

また、園内にある野菜作りなどが楽し

める市民菜園では、使用者を募集してい

ます。指導員による栽培指導も受けられ

ます。駐車場有り。市民菜園の募集につ

いて詳しくは、広報さかい１５ページでご

覧になれます。
問 合 グリーンカマムロ事務局（�２９７

―５８２０）か農水産課（�２２８―６９７１ �２２８―
７３７０）へ。

１１月１１日に南区ふれあいまつりが開催

され、各校区模擬店などのさまざまなブ

ースや特設ステージ【写真】、絵画・フォ
ト展を楽しんでいただくことができまし

た。

ご来場・ご支援・ご協力いただいた皆

さん、ありがとうございました。
問 合 南区ふれあいまつり実行委員会

事務局（南区役所自治推進課内 �２９０―
１８０３ �２９０―１８１４）へ。

１月１４日（祝日）、午前１０時からビッグ・

アイ（泉ケ丘駅前）で、成人式を開催しま

す。実行委員がビデオレターほか、楽し

い企画を用意しています。平成１０年（１９９８年）

４月２日～１１年（１９９９年）４月１日に生ま

れた方が対象。案内状を１２月中旬に送付

しますので、当日持参してください。な

お、南区在住以外の方でも参加できま

す。
問 合 南区役所自治推進課（�２９０―

１８０３ �２９０―１８１４）へ。

堺市立

に１万7千人が来場に１万7千人が来場に１万7千人が来場
第
２２
回

南区成人南区成人式
轍～未来への一歩～～未来への一歩～

南区成人式
轍～未来への一歩～
わだち

森と菜園 フォレストガーデン森と菜園 フォレストガーデン森と菜園 フォレストガーデン

子どもたちに美術への親しみを感じて

もらうための美術文化活動の一環である

MOA美術館児童作品展の第３０回南区長

賞に次の方が選ばれました。

�絵画の部�多良原咲さん（上神谷小
学校２年生）

�書写の部�橋本梨央さん（御池台小
学校６年生）
問 合 同作品事務局（�０９０―８５８４―２６５９）

か学校指導課（�２２８―７４３６ �２２８―７４２１）
へ。

MOA美術館児童作品展MOA美術館児童作品展
南区長賞決定南区長賞決定

MOA美術館児童作品展
南区長賞決定

�栂文化会館の催し
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。

�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、同館ホールで。前売券

（４，５００円、当日券は５００円増し）販売中。

全席指定席。未就学児の入場はご遠慮く

ださい。

�親子でいっしょにうたって、あそぼ

う��３月３日（日）、午後２時から。同
館音楽室で。１２月７日からチケット発

売。前売・当日共�親子券（大人１人・子
ども１人）１，０００円、大人１，０００円、子ども

（小学生以下）３００円。

�親子で楽しむクラシックコンサート
�３月２４日（日）、午後２時開演、同館ホー
ルで。１２月７日からチケット発売。前売券

（一般２，５００円、子ども�３歳～中学生以
下�１，０００円、当日券は各３００円増）。２歳
以下は１人まで膝上無料。全席指定席。

�文化・文芸講座受講生募集
いずれも受講料が必要。講座内容や申

し込み方法など、詳しくは同館へ。締め

切りは１２月９日（必着）。

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

１月１０・１７日、２月７・２１日、３月７日ウクレレ
１月１７日、２月７・２１日、３月７日朗読教室
１月１７日明治を迎えた日本「福沢諭吉と文明開化」
１月１７日、２月７・２１日、３月７日キルトタイム
１月９・２３日、２月１３・２７日、３月１３・２７日欧風ししゅう
１月１７日・３１日、２月７・２１日、３月７日茶道教室
１月１２・２６日、２月９・２３日、３月９・２３日子ども書道
１月１０・２４日、２月１４・２８日、３月１４・２８日書道に親しむ
１月１２・２６日、２月９・２３日、３月９・２３日書道教室
１月３１日、２月７・１４・２８日、３月７・１４日フラダンス（女性限定）

日 程講座名

南区では、読書推進に取り組み、子ど

も司書の活動を支援しています。平成３０

年度の子ども司書がおすすめする本とそ

の見どころなどを書いた可愛い手作り P

OPを一緒に展示します。

また、子ども司書養成講座の様子もパ

ネルで紹介します。１２月５～１８日、南区

役所１階玄関ホールで。無料。直接会場

へ。
問 合 南区役

所企画総務課

（�２９０―１８００
�２９０―１８１４）

へ。

�おはなし会
いずれも無料。直接会場へ。先着各

３０人。

�南図書館�１２月１・８・１５・２２
日、午後３～３時３０分。

�栂分館�１２月８・２２日、午後３～
３時３０分。

�美木多分館�１２月２日（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�１２月１９日（水）
�美木多分館�１２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�１２月３・４・１０・１７・２９
～３１日、１月１～３日（返却ポスト

は、年内は１２月２８日、午前１０時ま

で、年始は１月４日、午前９時か

ら使用できます）。

１２月

子ども司書おすすめ本＆POP展南区教育・健全
育成会議関連事業

昨年度の展示の様子

平成３０年（２０１８年）１２月１日南区広報 


