
�ブックフェア
�南図書館�（一般）「おもしろ Boo

ks 探偵帖～読みたくなる本揃えてま

す�～」、（児童）「夏休みにおすすめ
�」 �栂分館�（一般）「快眠で健康
に」、（児童）「夏休みにおすすめ�」
�美木多分館�（一般）「日本の文化」、
（児童）「夏休みのおすすめ」

�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�８月３・１０・１７・２４・
３１日、午後３～３時３０分。�栂分館�
８月１０日（土）、午後３～３時３０分。�

美木多分館�８月２４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�８月２１日（水）
�栂分館�８月２９日（木）
�美木多分館�８月８日（木）

登録されている住所や電話番号な

どに変更があったときは、お近くの

図書館までお知らせください。

住所などの変更はありませんか？

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、交通等は無料〉）。 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）

８／８
１４：００～１６：００

９／６
１４：００～１６：００

８／２６
１４：００～１６：００

９／１８
１４：００～１６：００

８／２０
１４：００～１６：００

９／２５
１４：００～１６：００

８／１９
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】

８／１
１４：００～１６：００

８／２３
１４：００～１６：００

８／２０
１４：００～１６：００

８／１４
１４：００～１６：００

８／１３
１４：００～１６：００

８／２１
１４：００～１６：００

８／７
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 ８／２０
１０：００～１２：００

８／１６
１０：００～１２：００

９／１０
１０：００～１２：００

８／２１
１０：００～１２：００

９／１９
１０：００～１２：００

９／１３
１０：００～１２：００

８／２６
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 ８／１４ ８／９ ９／４ ８／１５ ９／１３ ９／９ ８／２０

�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） ８／１４、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

８／１４・２８ ８／８・２２ ８／７・２１ ８／９・２３ ８／１３・２７ ８／６・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

南図書館 �２９４―０１２３ �２９８―０５９７
栂分館 �２９６―００２５ �２９６―００３４
美木多分館 �２９６―２１１１ �２９６―２１５１

南図書館だより
休館日�８月５・１９・２６日

「応募先に合わせた、会ってみたいと

思わせる、志望動機の考え方を知る」を

テーマにセミナーを開催します。

８月３０日（金）、午前１０時～正午、南区

役所３階で。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。無

料。託児あり（未就学児が対象）。
申 込 直接か電話で、８月２９日（託児

は２８日）までにさかい JOB ステーショ

ン �０１２０―２４５１０８ �２３８―４６０５）か南サ
テライト（�２９５―８０８０）へ。先着２０人。

JOBステーション南サテライト
就職力アップセミナー

『志望動機の考え方』
～面接官に会いたいと思わせるポイント～

�文化講座 受講生募集
いずれも受講料などが必要。締め切り

は８月１０日（必着）。講座内容や申込方法

などは同館へ。�背骨コンディショニン
グ�９月５・１９日、午後１時３０分から
（全２回）、費用２，０００円。�いすヨガ�
９月６・２０日、午後１時３０分から（全２

回）、費用２，０００円。�超かんたんスマー
トフォン体験教室�９月３日（火）、午後
１時３０分から、費用５００円。

�歴史講座「緒方洪庵とその弟子たち」
郷土史研究家で、郷土誌「堺泉州」と

「堺人」の編集長でもある檜本多加三氏の

人気講座。９月１２日（木）、午前１０時か

ら、費用７００円。講座内容や申込方法な

どは同館へ。締め切りは８月１０日（必着）。

�栂文化会館ホールの催し
いずれもチケットの購入が必要。チケ

ットの販売場所など詳しくは同館へ。電

話予約は堺市文化振興財団チケットセン

ター（�０５７０―０８―００８９）へ。未就学児の入
場はご遠慮ください。

�栂文コンサートシリーズVol.7 ラ

ンチタイムコンサート～劇場へようこそ

～「気楽にオペラ」�８月２日（金）、午前
１１時３０分開演。前売券２，５００円（当日券は

５００円増し）販売中。全席指定席。�日本
の伝統音楽・芸能シリーズ 第１２回栂文

寄席 米團治 南天二人会�８月１７日
（土）、午後２時開演。前売券２，８００円（当

日券は５００円増し）販売中。全席指定席。

�高橋竹童 津軽三味線演奏会�１０月６
日（日）、午後２時開演。前売券２，５００円

（当日券は５００円増し）販売中。全席指定

席。�秋の名画鑑賞会「０．５ミリ」�１１月
２３日（土・祝）、午後１時開演。８月１７日

から前売券５００円（当日券は１００円増し）発

売。全席指定席。

▲

リノベ暮らし学校 ～夏休み特別企画
・子ども向け家づくりワークショップ～
プロの建築家から家づくりやリノベー

ションについて学びながら、工作での模

型作りを通じて自分の理想の住まいを作

ります。

８月２５日（日）、午前１０時～午後３時、

南区役所２階会議室で。小学３年生～中

学生が対象（小学生は保護者同伴で）。費

用１，０００円。
申 込 FAX か電子メールで住所、氏

名、電話番号、電子メールアドレス、保

護者同伴の有無を書いて、８月２１日まで

に泉北ニュータウン住宅リノベーション

協議会事務局（design―SU 内 電 子
メールshirasu

@senbokustyle.com �０６―７５０６―９４３５）へ。
問 合 同事務局（�０６―７５０６―９４３５）。▲

「茶山台団地 DIY のいえ」を利用で
きます
本格的な工具の使用やDIYの悩みを

プロに相談できる「DIY のいえ」を無料

で利用できます（キッズスペースあり）。

８月５・１０・１１・１７～１９・２４・２５日、午

前１０時～午後５時、大阪府住宅供給公社

茶山台団地（南区茶山台２―１）１６棟１０１・

１０２号室で。直接会場へ。詳しくはツイ

ッター「DIYのいえ茶山台」参照。

問 合 カザールホーム（�０１２０―４５―
８５４０）。▲

泉北レモンの街ストーリー～おしゃ
べり会 vol.4～
泉北で採れたレモンを特産品として広

める活動について気軽に話し合いをしま

す。

８月１８日（日）、午後２～３時、泉北タ

カシマヤ（南区茶山台１丁３―１）１階泉

北レモン�コーナーで。
問 合 ニュータウン地域再生室。▲

夏休み親子企画 「自由に彩る思い
出のフォトフレーム作り」＆「シュワッと
おいしい�ラムネ菓子作り」
８月１７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組。筆記用具、エプロ

ン、ハンドタオル、ハサミを持参。

�第１部「フォトフレーム作り（写真撮
影つき）」。２部終了後、正午から仕上げ

作業。�第２部「ラムネ菓子作り」。
申 込・問 合 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、８月１０～１５日は休み〉）か

shareapace まちいえ（�０８０―５７８７―１１７７
電 子
メールsharespace@machiie.com）。

�グラウンド・ゴルフ大会参加者募集
１０月７日（月）（予備日１０月８日（火））、

午前８時４５分、鴨谷野球場で。グラウン

ド・ゴルフ経験者、初心者のチーム、グ

ループ、個人が対象。１人７００円。先着

２５０人。
申 込 ８月９日～９月６日、午前９時

から体育館にある申込用紙（ホームペー

ジからもダウンロード可）に必要事項記

入の上、参加費を添えて直接体育館へ。

南区鴨谷台２丁４―１ �２９６―１７１７
（休館日８月１９日〈月〉） �２９４―１７６６

鴨谷体育館

泉北ニュータウンの催し ニュータウン地域再生室
�２２８―７５３０ �２２８―６８２４

栂文化会館だより 南区桃山台２丁１―２
�２９６―００１５（月曜休館） �２９１―７０８３

栂文化会館

日常生活でお困りの衛生害虫や、ネズ

ミに関する防除方法や対処方法の相談会

を次のとおり開催します。

なお、市では駆除は行っていません。

８月７日（水）、午前１０時３０分～午後２

時３０分、べスピア堺

インター正面玄関前

（西区大平寺７１１―１

平井大橋交差点西

南）で。無料。直接会場へ。
問 合 生活衛生センター（�２９１―６４６４
�２９１―６４６５）。

カ・ハチ・ネズミ等の
相談会を開催
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