
　帝塚山学院大学・桃山学院教育大学・プール学院短期大学の学生の皆
さんと一緒に開催します。冬の澄みきった夜空の下で、キャンドルの優
しい光に包まれ、素敵な夜を過ごしませんか。会場での催しは次のとおり。
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みなみ交流マラソンの出場者を募集みなみ交流マラソンの出場者を募集
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令和元年１１月１日推計
（ ）内は前月比

総 人 口……１３９，８５９人（５９人減）
男 …… ６４，８３２人
女 …… ７５，０２７人

世 帯 数…… ５９，５３９世帯（４２世帯増）
人口密度………３，４６３人／�
面 積………４０．３９�

西原公園グラウンド

�キャンドルで描く地上絵
約１０，０００個のキャンドルが会場中に

灯ります【写真】。
�絵付け瓶の展示

南区内の
グループホ
ームや子ど
も園などに
よる絵付け
瓶の展示を
行 い ま す
【写真】。

出店ブース

いずれも午後４時から。直接会場へ。
�軽食販売コーナー
地域の団体などによる温かくておいし
い軽食を用意しています。ぜひご利用く
ださい。
�キャンドル作り体験
廃油を利用し、エコキャンドル・アロ
マキャンドルを作ります。無料。先着各
７０人。
�フォトフレーム作り体験
大学生の皆さんの企画による体験ブー
スです。無料。先着２００人。

スカバンド演奏など、学生の有
志の団体による演奏やゲーム大会
を行います。また、午後４時３０分
から南区出身のプロマジシャン・
柴阪隼人さんによるマジックショ
ーを行います。無料。直接会場へ。

フィナーレの打ち上げ花火

フィナーレでは打ち上げ花火が夜空を
彩ります【写真】。皆さんのご来場をお待
ちしています。

�南区役所企画総務課（�２９０‐１８００
�２９０‐１８１４）。

minami キャンドルナイトおよび
西原公園緑道イルミネーションの魅
力を伝えるフォトコンテストの作品
を募集します!応募作品を１月８～
１７日、南区役所１階玄関ホールにて
展示し、来庁者に投票いただき入賞
作品を決定します。入賞者には賞品
を贈呈します。
応募期間：１２月２～２６日
応募方法：�minami キャンドルナ

イトか西原公園緑道イルミネーショ
ンの写真を撮影する �「みみちゃ
ん（堺市南区）�公式�アカウントをフ
ォローする ツイッターアカウント
「@mimichanminami」 �ハッシ
ュタグ「＃２０１９minami キャンドル
ナイト」か「＃２０１９西原公園緑道イル
ミネーション」を付けて写真を投稿
詳しくは南区役所ホームページ参
照。

日時 １２月２～２６日 午後５～１０時
場所 西原公園（南区桃山台１丁４）緑道内
上記期間中イルミネーションを点灯します【写真】。入場

無料。直接会場へ。
また、１２月２１日（土）は、minami キャンドルナイトと合

わせて南区内の高校生によるキャンドルの作品をイルミネ
ーションの下で展示します。ぜひお越しください。

１１月１０日に南区ふれあいまつりが開催
され、各校区（地区）模擬店などのさまざ
まなブースやステージ、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。
�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）。

２月２日（日）に南区
役所周辺で開催するみ
なみ交流マラソンの8

㎞の部（高校生以上、５０歳以上の方も
出場可）と４㎞の部（５０歳以上の方）の
参加者を募集します。各部男女別で１
位の方には表彰状を、１～５位の方に
副賞を贈呈します。ぜひご参加くださ
い。南区内に在住・在勤・在学で、８
㎞の部は８㎞を１時間以内に走れる方
が対象。無料。
�１２月２～２７日に直接か FAX、電

子メールで参加申込書をみなみ交流Ｅ
・Ｋ・Ｉ・Ｄ・Ｅ・Ｎ実行委員会事務
局（南区役所企画総務課内 �２９０‐

１８００ �２９０‐１８１４ 電 子
メールmi

namikiso@city. sakai. lg. jp）
へ。参加申込書は区役所
市政情報コーナーや南区
役所ホームページ（アドレスは下記参
照）にあります。また、QR コードか
らも申込が可能です。なお、１９歳以下
の方は保護者の同意が必要なため書面
により直接申込。先着５０人。

南区役所庁舎が停電します
１２月７日（土）は、電気設備点検に伴う
停電のため、終日庁舎内への立ち入りが
できません。庁舎内のトイレも断水しま

す。なお、戸籍関係の届け出について
は、休日・時間外窓口にて受け付けてい
ます。
�南区役所企画総務課（�２９０‐１８００

�２９０‐１８１４）。

西原公園自由広場（グラウンド）の
利用に関するお知らせ

南区役所第１駐車場再整備工事に伴
い、１２月から令和３年３月（予定）まで西
原公園自由広場（グラウンド）を来庁者用
臨時駐車場として整備・運用するため、

一部区画（１／３程度）が使用できなくな
ります。
ご迷惑をおかけしますが、皆さんのご
理解とご協力をお願いします。
�南区役所企画総務課（�２９０‐１８００

�２９０‐１８１４）。
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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