
南図書館だより
休館日�２月３・１０・１７日

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

�ブックフェア
�南図書館�（一般）「IT って？SNS っ
て？」、（児童）「いろいろな色」
�栂分館�（一般）「『万葉集』事始め」、
（児童）「あたらしく入った紙芝居」
�美木多分館�（一般）「受賞作品本」、
（児童）「のりものだいすき」
�おはなし会
無料。直接会場へ。先着各３０人。

�南図書館�２月１・８・１５・２２・２９
日、午後３～３時３０分。
�栂分館�２月８日（土）、午後３～３
時３０分。
�美木多分館�２月１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�２月１９日（水）
�栂分館�２月１３日（木）
�美木多分館�２月２０日（木）
�対面朗読室
視覚に障害のある方や、活字資料の
利用が困難な方を対象に、ボランティ
ア団体の協力を得て対面朗読サービス
を行っています。利用には、事前の申
し込みが必要です。詳しくは同館へ。

自治会などが主体となって蚊の発生を
防ぐ活動を支援しています。春からの活
動に向けて、相談会を開催しますので、
お気軽にお越しください。
２月２０日（木）、午後１時３０分～３時３０

分、南区役所１階玄関ロ
ビーで。無料。直接会場
へ。
�生活衛生センター（�
２９１―６４６４ �２９１―６４６５）。

（栂分館は資料〈点検〉整理のため、５・６日も休館）

栂文化会館だより 〒５９０―０１４１ 南区桃山台２丁１―２
�２９６―００１５（月曜休館） �２９１―７０８３

栂文化会館

■文芸講座 受講生募集
次の講座の受講生を募集します。
�歴史講座「毛利元就」
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さん
の人気講座。３月５日（木）。受講料が必
要。締め切りは２月９日（必着）。講座内
容や申込方法などは、同館へ。
■栂文化会館の催し
栂文化会館ホールで。３月８日（日）の
み３階音楽室で。チケットの購入が必
要。販売場所などは同館へ。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（３月８日は除く）。
�「栂文ストリングアンサンブルと豪華
歌手による、オペラ・ミュージカル・日
本の歌」
２月９日（日）、午後２時開演。出演

は、木澤佐江子・楠永陽子・渋谷茉南・

木村千晶ほか。チケット販売中。前売
２，５００円、当日３，０００円。全席指定席。
�フェスティバル in 栂
�名画鑑賞会「日日是好日」�２月１４日
（金）、午後１時３０分開演。チケット販売
中。前売５００円、当日６００円。全席指定
席。
�「栂文うたごえ広場」�２月１５日（土）、
午後２時開演。チケット販売中。前売・
当日共１，０００円。全席指定席。
�桃の花みんながうたうコンサート
３ 月 ８ 日

（日）、午前１１時
開演。チケット
販売中（窓口販
売のみ）。親子
券（大人１人・子ども１人）１，０００円、大
人券１，０００円、子ども券３００円。
※子ども対象年齢２～５歳

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

�泉北レモンフェスタ・緑道ピクニック
３月１日（日）、午前１０時～午後３時、

大蓮公園（南区若松台２―５）で。
�泉北レモンフェスタ＝レモンの苗木、
泉北レモンを使用したお菓子やフードの
販売などが楽しめます。さまざまな体験
ワークショップやレモン育て方セミナー
も開催します。ホームページ（https��
�senboku―lemon.net/）参照。
�緑道ピクニック＝ヨガやドッグラン
（有料）や地元産野菜を使った弁当の販売

など、手ぶらで楽しめるピクニックイベ
ントを開催します。当日のプログラムな
どは、「泉北をつむぐまちとわたしプロ
ジェクト」ホームページか Facebook ペ
ージをご覧ください。

地域ぐるみで蚊の発生を防ぐ相談会
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全面車両通行禁止

駅伝・マラソン大会
実施に伴う車両通行規制

２月２日（日）、第１０回みなみ交流Ｅ・
Ｋ・Ｉ・Ｄ・Ｅ・Ｎを開催します（小雨決
行）。大会開催に伴い、当日午前９時５０
分～正午、全面車両通行禁止区間【右図】
を設けますので、迂回（うかい）のご協力
をお願いします。
�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）。

ふふれれああいいココンンササーートト
２月２１日（金）、午後１時４５分～２時３０

分、南区役所１階「みなみかぜ交流ひろ
ば」で。
出演は、ユーフォノス四重奏団。親し

みのある曲を演奏します。チューバとユ

ーフォニアムのハーモニーを
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います。
�南区役所地域福祉課（�２９０―１８１２ �
２９０―１８１８）。

帝塚山学院大学体育館
（南区晴美台４―２―２）

３月７日（土）
午前１０時～正午

まちかど保健室
（無料・直接会場へ）

栂文化会館
（南区桃山台２―１―２）

２月２２日（土）
午後２～４時

超高齢化住宅地の福祉転用研究会
（無料・直接会場へ）

御池台地域会館
（南区御池台３―１―３７）

２月２２日（土）
午前１０時～正午

大阪市立大学大学院生による戸建て住宅の
リノベーション設計案発表会
（無料・直接会場へ）

府公社茶山台団地
（南区茶山台２―１）
１６棟１０１・１０２号室

２月１・８・９・
１６・２２～２４・２９日
午前１０時～午後５時

「茶山台団地DIYのいえ」を利用できます
（無料・直接会場へ）

場 所日 時その他の催し

昨
年
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様
子

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〉）。�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。�月～金曜日、１０：００～１６：００、詳細は大阪司法書士会（�０６―６９４３―６０９９）へ。

�堺市生活・仕事応援センタ
ー「すてっぷ・堺」（�２２５―５６５９
�２２２―０２０２）（※）「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）。

�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。

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

木曜日
９：３０～１７：００

「すてっぷ・堺」
で実施（※）

�ジョブシップさかい（�０１２０―
０１０９０８ �２４４―３７７１）

水曜日
１４：００～１６：００

金曜日
１４：００～１６：００

木曜日
１４：００～１６：００

月曜日
１４：００～１６：００

月曜日
１０：００～１２：００

水曜日
１０：００～１２：００

ジョブシップさかい
で実施Ｐ１１参照

�就労相談
（求人情報の提供、就職活動のサポートなど）

�雇用推進課（�２２８―７４０４ �
２２８―８８１６）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。

雇用推進課で
実施Ｐ１１参照

�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】

２／４・１８２／１５２／１４・２８２／５・１９２／１３・２７２／１２・２６

�各区役所子育て支援課

�３６３―４１５１�２５８―６６２１�２９０―１７４４�２７１―１９４９�２８７―８６１２�２７８―０１７８�２２８―７０２３
�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。
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。�女性相談（離婚、夫の暴力、生活など）
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。�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、各区役所子育て支援課（家庭児童相談室）で。�児童相談（子どものしつけ、虐待、非行、家族関係など）

�各区役所区教育・健全育成
相談窓口�３４０―５５１１�２５８―６７４８�２９０―１８０５�３４３―５０８０�２８７―８１０９�２７０―８１４７�２２８―０２９２

	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。
�堺区役所企画総務課２／１２、１３：００～１６：００、堺区役所企画総務課で。１回２５分以内。
登記・測量相談（電話予約可。先着各６人）
�堺区役所企画総務課月～金曜日、１０：００～１７：００、堺区役所企画総務課で。�交通事故相談【電話相談も可】

１回２５分以内
�各区役所企画総務課

２／１０３／９３／１３２／１３３／４２／１７２／１２予 約
開始日

�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。

２／１７
１０：００～１２：００

３／１３
１０：００～１２：００

３／１９
１０：００～１２：００

２／１９
１０：００～１２：００

３／１０
１０：００～１２：００

２／２１
１０：００～１２：００

２／１８
１０：００～１２：００相談日

�人権推進課（�２２８―７４２０ �
２２８―８０７０）

２／５
１４：００～１６：００

２／１９
１４：００～１６：００

２／４
１４：００～１６：００

２／１２
１４：００～１６：００

２／１８
１４：００～１６：００

２／２８
１４：００～１６：００

２／６
１４：００～１６：００

人権擁護委員による人権相談
【電話相談も可】

�市政情報課（�２２８―７４７５ �
２２８―７４４４）

２／１７
１４：００～１６：００

３／２５
１４：００～１６：００

２／１８
１４：００～１６：００

３／１８
１４：００～１６：００

２／１０
１４：００～１６：００

３／６
１４：００～１６：００

２／１３
１４：００～１６：００

�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）

※�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。

１回２５分以内
�各区役所企画総務課相談日直前の

月曜日
相談日直前の
水曜日

相談日直前の
金曜日

相談日直前の
木曜日

相談日直前の
火曜日

相談日直前の
月曜日

相談日の
前日

予 約
開始日

�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）

木曜日
１３：００～１６：００

木・月曜日
１３：００～１６：００

月・水曜日
１３：００～１６：００

金・火曜日
１３：００～１６：００

水・金曜日
１３：００～１６：００

火・木曜日
１３：００～１６：００

月・水・金曜日
１３：００～１６：００相談日

�各区役所企画総務課月～金曜日、９：００～１７：００、各区役所企画総務課で。�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）

美原区役所北区役所南区役所西区役所東区役所中区役所堺区役所

無料。１２：００～１２：４５を除く。祝休日は休み。�～�は、どの区でも可。
区役所の問合先

堺
区

企画総務課
�２７０―８１８１
�２７０―８１０１

子育て支援課
�２７０―０５５０
�２７０―８１９６

中
区

企画総務課
�２８７―８１００
�２８７―８１１３

子育て支援課
�２８７―８１９８
�２８６―６５００

東
区

企画総務課
�２７５―１９０１
�２７５―１９１５

子育て支援課
�３４３―５０２０
�３４３―５０２５

西
区

企画総務課
�２９０―１８００
�２９０―１８１４

子育て支援課
�２９０―１７４４
�２９６―２８２２

南
区

企画総務課
�２５８―６７０６
�２５８―６８１７

子育て支援課
�２５８―６６２１
�２５８―６８８３

北
区

企画総務課
�２２８―７４０３
�２２８―７８４４

子育て支援課
�２２８―７０２３
�２２２―４８０１

企画総務課
�３６３―９３１１
�３６２―７５３２

子育て支援課
�３４１―６４１１
�３４１―０６１１

美
原
区

令和２年（２０２０年）２月１日南区広報 


