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勧告の知らせを受け喜ぶ市民の皆さん

5月27日～6月3日
午前８時30分～午後８時

投票日当日は予定があって
投票に行くことができない!

南区役所２階
201・202会議室

6月4～8日
午前８時30分～午後９時

堺市
選挙マスコット
キャラクター
にゃんばぁーる

南区の有権者の投票所は南区役所です。他の
区役所では投票できませんのでご注意ください。

投票日当日に投票に行く!

投票所入場整理券に
記載の投票場所へ

午前７時～午後８時
6月9日(日)
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7月1日から区役所敷地内は7月1日から区役所敷地内は
となります全面禁煙

南区役所

みなみかぜ交流ひろばコンサート

令和元年５月１日推計
（ ）内は前月比

総 人 口……１４０，５８５人（２１７人減）
男 …… ６５，１８１人
女 …… ７５，４０４人

世 帯 数…… ５９，５２８世帯（３４世帯減）
人口密度………３，４８１人／�
面 積………４０．３９�

投票には、投票所入場整理券をお持ちください。また、投票所入場整理券

が届かなかったり、紛失したりした場合でも、南区の選挙人名簿に登録され

ていれば投票できます。
問 合 南区選挙管理委員会事務局（�２９０―１８００ �２９０―１８１４）へ。

新成人と同世代の若者が主体となっ

て、アトラクションの企画や式当日の

司会進行など、成人式の運営に参加し

てもらう実行委員を募集します。

一生に一度の思い出に残る成人式づ

くりに参加しませんか。仲間と一緒に

企画して、晴れの舞台を盛り上げまし

ょう。グループでの参加も歓迎しま

す。

南区在住・在勤・在学で、月１回の

会議、リハーサル、式当日に参加でき

るおおむね１８～２５歳の方が対象。活動

期間は８月から成人式当日まで随時。
申 込 直接か電話、FAX、電子メ

ールで、７月３１日までに住所、氏名

（ふりがな）、日中の連絡先（電子メー

ル可）、生年月日を書いて、南区役所

自治推進課（�２９０―１８０３ �２９０―１８１４
電 子
メールminamijisui@city.sakai.lg.jp）へ。

新成人としての抱負・目標などを発

表してもらう�メッセージ発表者、�
市民憲章朗読者を募集します。

いずれも南区在住で、来年の新成人

（平成１１年�１９９９年�４月２日～１２年
�２０００年�４月１日生まれの方）が対

象。
申 込 直接か電話、FAX、電子メ

ールで、７月３１日までに住所、氏名

（ふりがな）、日中の連絡先（電子メー

ル可）、�か�を書いて、同課へ。選
考�１人（グループ）、�１人。

今年２月に健康増進法の一部を改正

する法律が施行され、望まない受動喫

煙をなくすという観点から、南区役所

では、７月１日から区役所敷地内を全

面禁煙とします。ご理解・ご協力のほ

どよろしくお願いします。
問 合 南区役所企画総務課（�２９０―

１８００ �２９０―１８１４）へ。

ダンスフェスタ in 泉ヶ丘
駅前事業者で

構成する泉ヶ丘

ライブタウン会

議が、泉ケ丘駅

前地域活性化イベントとして泉北ニュー

タウンとその周辺の１３校の高校がダンス

を披露します【写真】。

６月２２日（土）、午後２時からいずみが

おか広場（泉ケ丘駅前）で。無料。直接会

場へ。小雨決行。

若さと元気あふれるダンスパフォーマ

ンスをぜひご覧ください。
問 合 ニュータウン地域再生室（�２２８

―７５３０ �２２８―６８２４）へ。

「みなみかぜ交流ひろば」が南区役所に

常設され、６周年を迎えることができま

した。感謝の気持ちを込めて、６月７日

（金）、午後１時４５分～２

時３０分「木管五重奏 Hot

coffee」による記念コン

サートを実施します。無料。直接会場へ。

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３０人）。皆さんの

お越しをお待ちしております。
問 合 南区役所地域福祉課（�２９０―

１８１２ �２９０―１８１８）へ。

６月２３日（日）、午前９時～午後７時。

いずみがおか広場、ビッグアイ交流広場

（いずれも泉ケ丘駅前）で。雨天決行。無

料。直接会場へ。

青少年の

健全育成や

世 代 間 交

流、地域活

性化などを

図るため、

よさこい踊

り【写真】を
披 露 し ま

す。このま

つりは平成

２２年から開

催し、今年は近畿２府４県から７０チーム

が参加します。
問 合 ニュータウン地域再生室（�２２８

―７５３０ �２２８―６８２４）へ。 ６月１５日（土）、午前１０時～午後０時３０

分、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）で。参加費

１，０００円。先着１６人。筆記用

具、エプロン、ハンドタオルを

持参。

�第１部 インナービューティー「キ
レイと健康」～衣食住健美～（講演）
講師はインナービューティーアドバイ

ザー Rire 主宰・大谷奈尾美さん。

�第２部 発酵調味料で身体の中から
キレイに（料理教室）
講師は野菜ソムリエ・井

上尚子さん。

申込は、南海リフォームプラザ・泉北

（�０１２０―４０３―３６３�午前１０時～午後６時。
火・水曜日は定休日�）へ。
問 合 南海リフォームプラザ・泉北か

ニュータウン地域再生室（�２２８―７５３０
�２２８―６８２４）へ。

まちかど保健室を開催します�
６月２２日（土）、午前１０～正午で、茶山

台としょかん（南区茶山台２丁１ 大阪府

住宅供給公社茶山台団地１９棟集会所内）

で、「まちかど保健室」を開催します。

社会医療法人生長会、帝塚山学院大

学、大阪府住宅供給公社による認知症を

テーマとした健康や食事に関する講話の

ほか、健康チェック（血圧測定、血管年

齢・骨密度チェック）、健康相談を開催

します。無料。直接会場へ。
問 合 ニュータウン地域再生室（�２２８

―７５３０ �２２８―６８２４）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―１９―００９９

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
法人諸税課（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
市民税課（個人市・府民税に関すること） �２３１―９７５２ �２５１―５６３２
固定資産税課（固定資産税に関すること） �２３１―９７６３ �２５１―５６３３
納税課（市税の納付に関すること） �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
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新新成成人人メメッッセセーージジ発発表表者者・・市市民民憲憲章章朗朗読読者者をを募募集集

インナービューティー「キレイと健康」～衣食住健美～
＆発酵調味料で身体の中からキレイに

成成人人式式実実行行委委員員をを募募集集
世世界界にに一一つつだだけけのの成成人人式式ををつつくくろろうう

令和元年（２０１９年） 第１５９号
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第第１１００回回堺堺よよささここいいかかええるるままつつりり

南
区
役
所


