
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）

２／１４
１４：００～１６：００

３／１
１４：００～１６：００

２／２５
１４：００～１６：００

３／２０
１４：００～１６：００

２／１９
１４：００～１６：００

３／２７
１４：００～１６：００

２／１８
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】

２／７
１４：００～１６：００

２／２２
１４：００～１６：００

２／１９
１４：００～１６：００

２／１３
１４：００～１６：００

２／１２
１４：００～１６：００

２／２０
１４：００～１６：００

２／６
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 ２／１９
１０：００～１２：００

２／１５
１０：００～１２：００

３／１２
１０：００～１２：００

２／２０
１０：００～１２：００

３／１４
１０：００～１２：００

３／８
１０：００～１２：００

２／２５
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 ２／１３ ２／８ ３／６ ２／１４ ３／８ ３／４ ２／１９

�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） ２／１３・２７、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

２／１３・２７ ２／１４・２８ ２／６・２０ ２／８・２２ ２／１２・２６ ２／５・１９ 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）「LGBT につい
て考えよう」、（児童）「ことばっておも

しろい」

�栂分館�（一般）「ザ・チョコレー
ト」、（児童）「甘いもの大好き」

�美木多分館�（一般）「大人も絵本
を楽しもう�」、（児童）「こんな本があ
るよ�」
�おはなし会
無料。直接会場へ。先着各３０人。

�南図書館�２月２・９・１６・２３
日、午後３～３時３０分

�栂分館�２月９・２３日、午後３～
３時３０分

�美木多分館�２月１７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�２月２０日（水）
�美木多分館�２月２１日（木）
�３０分でわかる簡単検索講座
図書館にある本の検索機を使って、

読みたい本を簡単に検索・予約するコ

ツを紹介します。初級は読みたい本の

レシートを出す方法を、中級は本を予

約する方法を紹介します。

２月２７日（水）、午前１０時１５～４５分

（初級）、１１時１５～４５分（中級）。南図書

館２階閲覧室で。初級は全くパソコン

操作が分からない方、中級は、ある程

度パソコン操作ができる方が対象。無

料。
申 込 ２月６日、

午前１０時から、電話

か直接同館へ。各回

先着各４人。

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�２月４・１８・２５日（栂分館
のみ蔵書点検のため、６・７日も

休館）

２月

�栂文化会館ホールの催し
栂文化会館ホールで。３月３日のみ音

楽室で。いずれもチケット販売中。販売

場所など、詳しくは同館へ。

�親子でいっしょに、うたって、あそ
ぼう��３月３日（日）、午後２時開演。
前売・当日券共�親子券（大人１人・子
ども１人）１，０００円、大人券（中学生以上）

１，０００円、子ども券（小学生以下）３００円

（子ども参加対象年齢２～５歳）。�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。全席指定席、前

売券�一般２，５００円、子ども１，０００円（３
歳以上、中学生以下）、当日券�各３００円
増。０～２歳は保護者１人につき１人膝

上無料。�堺フィルハーモニー交響楽団
「スプリング・コンサート」�３月１０日

（日）、午後２時開演。前売券�１，５００
円。当日券は５００円増し。全席指定席。

電話予約可（�２２８―００５５）。未就学児の入
場はご遠慮ください。

�フェスティバル in 栂
�展示�絵画・陶芸など１１部門２３サー
クル。２月１５～１７日、午前１０時～午後５

時（最終日は午後３時３０分まで）。入場無

料。直接会場へ。�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」。チケ

ット発売中。全席指定席、完全入替制。

前売券�各５００円。当日券は１００円増し。
未就学児のご入場はご遠慮ください。

�客席参加型コンサート「栂文うたごえ
広場」�２月１６日（土）、午後２時開演。
チケット発売中。全席指定席。前売・当

日券共�１，０００円。未就学児のご入場はご
遠慮ください。�舞台�２月１７日（日）、午
前１０時開演。コーラス・詩吟・ハーモニ

カ・ギター・舞踊・フラダンス・太極拳

・太極柔力球・気功。入場無料。

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

泉北の魅力を創り・伝える市民活動で

ある「泉北をつむぐまちとわたしプロジ

ェクト」の新規参加者を募集します。

３月９日（土）、午後１～６時（終了

後、交流会あり）、南区役所２階２０４会議

室で。無料。事前課題あり。

泉北における魅力づくりのためのノウ

ハウを学ぶ座学と、まちを歩きながら特

徴あるまちの魅力を発見する野外探索

【写真】を開催します。詳しくは同プロジ
ェクトホームページ（http���senboku.wp.xdo
main.jp�）でご覧になれます。

申 込 住所、氏名、年齢、携帯番号、

電子メールアドレスを書いて、２月２０日

までに同プロジェクト事務局（電 子
メールsenbokut

umupro@gmail.com）へ。先着３０人。
問 合 ニュータウン地域再生室（�２２８

―７５３０ �２２８―６８２４）へ。

いづみ健老大学は、生涯学習の場とし

て市民ボランティアにより運営される大

学で、書道や木彫工芸、歴史、英語など

１８の専門講座があります。

費用は、前期３万円、後期３万円の分

納。新入生は入学金５，０００円が必要。２

月２８日、３月９日に新入生募集説明会を

行います。

募集要項の請求、入学願書の受け付け

は、３月３１日までの水～土曜日、午前１０

時～午後３時に同大学（南区茶山台１丁

２番１号 泉ヶ丘センタービル４階 �
２９９―１４５４ �２９９―１４５４））へ。

南区鴨谷台 2丁 4 -1 ☎296-1717
（休館日 2月 18日〈月〉） FAX294-1766鴨谷体育館

対象の学年は平成３１年度のものです。詳しくは同館へ。

�鴨谷フェスタ２０１９
３月１６日（土）、家族・友達で参加できるイベントを開催します。参加無料。

�走り方教室
足の運び方、腕の振り方などの基礎や速く走るためのコツを学びます。

当日同館へ
なし
（混み合う場合
は交代制）

未就学児とその保護者１０：００～１５：００わくわく広場
【未就学児親子の遊び場】

どなたでも
１３：３０～１５：３０

スポーツ縁日
【変わり卓球・ショートテニ
スなど】

１０：００～１２：００

２月２３日～３月
９日、電話で同
館へ。
（９：００～２１：００）

先着各２０人
小・中学生１５：００～１６：３０チアダンススクール体験

高校生以上の男性１３：３０～１４：１５男の軸トレヨガ

先着１５人３歳～小学４年生１０：００～１０：４５スポーツバレエスクール体験

先着１０人年少～年長１１：００～１１：４５B.T.DANCEスクール体験

先着各１５組
（３０人）

３～５歳と
その保護者１１：１０～１２：１０

プレイサーカス
【サーカスの団員になりきっ
て運動遊びを楽しもう�】

１０：００～１１：００

申込方法定員対象時間項目

２月９～２２日、電話で受付
※２日連続での参加となり
ます。

2,160円／２回先着各２０人
小学３～６年生１１：１５～１２：４５

３月２・９日
小学１～２年生９：３０～１１：００

申込方法参加費定員対象時間日程

新 入 生 募 集新 入 生 募 集新 入 生 募 集
いづみ健老大学

～泉北のまちの魅力づくりワークショップ＆
　        まちの魅力発見フィールドワーク～

泉北でまちづくりに
取り組みたい方を募集

平成３１年（２０１９年）２月１日南区広報 


