
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）

４／１１
１４：００～１６：００

３／１
１４：００～１６：００

４／２２
１４：００～１６：００

３／２０
１４：００～１６：００

４／１６
１４：００～１６：００

３／２７
１４：００～１６：００

４／１５
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】

３／７
１４：００～１６：００

３／２２
１４：００～１６：００

３／１９
１４：００～１６：００

３／１３
１４：００～１６：００

３／１２
１４：００～１６：００

３／２０
１４：００～１６：００

３／６、４／３
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 ４／１６
１０：００～１２：００

４／１９
１０：００～１２：００

３／１２
１０：００～１２：００

４／１７
１０：００～１２：００

３／１４
１０：００～１２：００

３／８
１０：００～１２：００

４／２２
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 ４／１０ ４／１５ ３／６ ４／１１ ３／８ ３／４ ４／１６

�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） ３／１３・２７、１３：００～１６：００、堺区役所企画総務課で。１回２５分以内。※４月から月１回の実施となります。 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

３／１３・２７ ３／１４・２８ ３／６・２０ ３／８・２２ ３／１２・２６ ３／５・１９ 問合 雇用推進課（�２２８―７４０４
�２２８―８８１６）へいずれも１２：４５～１５：４５。面談予約は月～金曜日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

３月２２日（金）、午後１時４５分から、南

区役所１階みなみかぜ交流ひろばで。無

料。直接会場へ。

出演は、フルートアンサンブル琳―R

IN―。親しみのある曲を演奏します。

フルートのハーモニーをお楽しみくださ

い。また、商品を購入された方には粗品を

プレゼントします

（先着５０人）。皆さ

んのお越しをお待

ちしております。

ふれあいふれあい
　　コン　コンサート
ふれあい
　　コンサート

問問 合合 南南区区役役所所地地域域福福祉祉課課
（（��２２９９００――１１８８１１２２ ��２２９９００――１１８８１１８８））へへ。。

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
�４月開講 文化・文芸講座受講生募
集
いずれも受講料などが必要。締め切り

は３月１５日（必着）。講座内容や申込方法

など詳しくは、同館へ。

�ブックフェア
�南図書館�（一般）「暮らしをおし

ゃれに�快適に�」、（児童）「ともだち
つくろ�」
�栂分館�（一般）「桜に誘われて」、

（児童）「飛行機のあんなこと、こんな

こと」

�美木多分館�（一般）「大河ドラ

マ、その時代」、（児童）「こわい本」

�おはなし会
無料。直接会場へ。先着各３０人。

�南図書館�３月２・９・１６・２３・
３０日、午後３～３時３０分。

�栂分館�３月２３日（土）、午後３～
３時３０分。

�美木多分館�３月３０日（土）、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�３月２０日（水）
�栂分館�３月１４日（木）
�美木多分館�３月２１日（祝日）

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�３月４・１１・１８・２５・３１日、

４月１日

３月 すぐに仕事に活かせるワード（ビジネ

ス文書の基礎からメール作成）・エクセ

ル（表計算や集計の簡単活用術）を学びま

す。マウス操作・文字入力・オート SU

Mができる方で、就職や転職を希望す

る１５～３９歳の方と全年齢の女性の方が対

象。３月１５日（金）、午前１０時～午後１時

（ワード）、午後２～５時（エクセル）、南

区役所で。無料。
申 込 ３月５～１３日にさかい JOB ス

テーション（�０１２０―２４５１０８ �２３８―
４６０５）か、３月４～１４日に南サテライト

（�２９５―８０８０）へ。電話での
仮予約優先。未就学児の託

児あり（３月１３日までに要

予約）。先着各１０人。

南いきいきファーム推進会が開講する

「みないき農業塾」の第７期生を募集しま

す。

同塾では、安心・安全でおいしい野菜

作りを楽しく初歩から学べます。１８歳以

上の方が対象。学費年３万円。

申 込 受け付け中。市役所市政情報セ

ンター、区役所市政情報コーナーなどに

ある入塾願書（市ホームページ�アドレス
は１ページ参照�からダウンロード可）を
３月１６日（必着）までに同推進会へ。先着

３０人。
問 合 同推進会（〒５９０―０１１４ 南区槇

塚台３丁１―７ �０８０―３４３０―４５１１（柴田）
�２８９―７１３９）か南区役所企画総務課（�

２９０―１８００ �２９０―１８１４）へ。

行政書士による無料相談会
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。

３月１６日（土）、午後１時３０分～４時

（受け付けは午後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。

３月３日（日）、午前１０時～午後２時、

大蓮公園（南区若松台２丁５）で、次のイ

ベントを同時開催します。

�泉北レモンフェスタ【写真】�レモン
の苗木や泉北レモン�を使ったフードや

ドリンク、お菓子の販売、体験ワークシ

ョップ、レモンの育て方セミナーなど。

�緑道ピクニック�青空ヨガ（午前１０
時３０分から。有料）、地元産野菜を使っ

たお弁当の販売など、手ぶらで楽しめる

ピクニックイベントです。

�泉北ドッグラン�公園内にドッグラ
ンが１日限定オープンします（有料）。

当日のプログラムなどの詳細は、「泉

北をつむぐまちとわたしプロジェクト」

ホームページ（http :��senboku. wp.
xdomain.jp）をご覧ください。
問 合 ニュータウン地域再生室 （�

２２８―７５３０ �２２８―６８２４）へ。４／２３絵てがみ

４／２０初めてでもできる�指で描
くパステルアート

４／１６いつもと違う手作りみそ

４／１１、５／９、６／１３歴史講座

４／５、５／１０、６／７、７／５、８／２、９／６やさしい万葉集

４／４・１８、５／１６・３０、６／６・２０茶道教室

４／１３・２０、５／１１・２５、６／８・２２子ども書道

４／１１・２５、５／９・２３、６／１３・２７書道に親しむ

４／１３、５／１１・２５、６／８・２２書道教室

４／２・１６、５／７・２１、６／４・１８、７／２・１６、８／６・２０、９／３・１７てん刻（朝）

４／４・１８、５／１６、６／６・２０ウクレレ教室

４／１８、５／１６、６／２０、７／１８、９／１９とが料理教室（木曜コース）

４／１１・２５、５／９・２３、６／１３・２７フラダンス（女性限定）

JOBステーション南サテライト
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「みないき農業塾」
塾生募集

泉北レモンフェスタ・緑道ピクニック・
泉北ドッグラン同時開催in大蓮公園
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