
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】

３／３・１７３／１０・２４３／１３・２７３／４・１８３／１２・２６３／１１・２５

�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３／１１、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

４／２１３／９３／１３４／９３／４４／１３４／１５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。

４／２７
１０：００～１２：００

３／１３
１０：００～１２：００

３／１９
１０：００～１２：００

４／１５
１０：００～１２：００

３／１０
１０：００～１２：００

４／１７
１０：００～１２：００

４／２１
１０：００～１２：００相談日

�人権推進課（�２２８―７４２０ �
２２８―８０７０）

３／４、４／1
１４：００～１６：００

３／１８
１４：００～１６：００

３／１０
１４：００～１６：００

３／１１
１４：００～１６：００

３／１７
１４：００～１６：００

３／２７
１４：００～１６：００

３／５、４／２
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）

４／２０
１４：００～１６：００

３／２５
１４：００～１６：００

４／２１
１４：００～１６：００

３／１８
１４：００～１６：００

４／２７
１４：００～１６：００

３／６
１４：００～１６：００

４／９
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

�ブックフェア
�南図書館�（一般）「芸術の世界」、
（児童）「おいしいね」 �栂分館�（一
般）「エンジョイ!農ライフ」、（児童）
「大きくなったら、何になる？」 �美
木多分館�（一般）「高齢化社会を生き
る」、（児童）「空を見上げて」
�おはなし会
無料。直接会場へ。先着各３０人。

�南図書館�３月７・１４・２１・２８日、
午後３～３時３０分。�栂分館�３月１４
日（土）、午後３～３時３０分。※４月か
らは午前１１～１１時３０分に変わります。
�美木多分館�３月７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１８日（水）
�栂分館�３月１２日（木）
�美木多分館�３月１９日（木）※４月か
らは金曜日に変わります。
�スマホでかんたん検索講座
スマートフォンやタブレットを使っ
て、図書館の本や雑誌を探す方法やコ
ツを紹介します。端末の基本的な操作
ができる方が対象。インターネットに
接続できる端末が必要（貸与はありま
せん）。３月２６日（木）、午後１～２時３０
分、南図書館３階集会室で。無料。
�３月１２日、午前１０時から、直接か電
話で同館へ。先着３０人。

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

ローマ字入力・マウス操作はできるけ
れど、ワードやエクセルのソフトを使用
したことがない方に役立つ就職応援セミ
ナーを開催します。
３月２５日（水）、午前１０時３０分～午後１２
時３０分（ワード）、午後２～４時（エクセ
ル）、南区役所で。就職や転職を希望す
る１５～３９歳の方と全年齢の女性が対象。

無料。未就学児の託児あり。
�直接か電話で、３月１０日（託児の予約
受け付けは１９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（南区役所内 �
２９５―８０８０）へ。抽選各１０人。当選連絡は
３月１２日、午後４時までに当選者にのみ
連絡。

JOBステーション南サテライト・
就職力アップセミナー

はじめてのパソコン！
ワードとエクセルにチャレンジ！
はじめてのパソコン！
ワードとエクセルにチャレンジ！

応募方法：直接かはがき、FAXで受付。複数講座の申込可。
応募締切：３月１０日必着。申込多数の場合は抽選します。当選者のみに、はがきで詳細を通知します。

※受講料・材料費等については、開講前に徴収します。
※応募者が少ない講座は、開講できない場合もあります。

１０，０００３０４/３、５/８、６/５、７/３、８/７、９/４
１０：００～１２：００

やさしい万葉集
（金曜日 ６回）

７００８０４／９
１０：００～１２：００

歴史講座
（木曜日 １回）

７，２００２５４／９・２３、５／１４・２８、６／１１・２５
１０：００～１１：３０

（女性限定）フラダンス
（木曜日 ６回）

９，５００２０４／３、６／５、７／３、８／７、９／４
１０：００～１２：００

パン教室
（金曜日 ５回）

１２，０００４０４／３・１７、５／１・１５、６／５・１９、７／３・１７、８／７・２１
１３：３０～１５：３０

懐かしの歌声サロン
（金曜日 １０回）

１３，０００２４４／１６、５／２１、６／１８、７／１６、９／１７
１０：００～１３：００

とが料理教室 木曜コース
（木曜日 ５回）

１３，０００２４４/１５、５/２０、６/１７、７/１５、９/１６
１０：００～１３：００

とが料理教室 水曜コース
（水曜日 ５回）

３，０００１５４／１９、５／１７、６／２１
１０：００～１１：００

背骨コンディショニング
（日曜日 ３回）

６，５００２０４／１１・１８、５／９・２３、６／１３・２７
１９：００～２１：００

書道教室
（土曜日 ６回）

６，５００２０４／９・２３、５／１４・２８、６／１１・２５
１０：００～１２：００

書道に親しむ
（木曜日 ６回）

１０，２００２０４／２・１６、５／７・２１、６／４・１８
１０：００～１２：００

茶道教室
（木曜日 ６回）

６，５００２０４／３・１７、５／１・１５、６／５・１９
１０：００～１２：００

小筆 かな文字
（金曜日 ６回）

６，０００１５４／１１・２５、５／９・２３、６／６・２７
１５：００～１６：３０

子ども書道
（土曜日 ６回）

７，２００２５４／３・１７、５／１・１５、６／５・１９
１０：００～１１：３０

おはようヨガ
（金曜日 ６回）

３，０００１０４／９、５／２８、６／１１
１３：３０～１５：３０

絵てがみ 木曜コース
（木曜日 ３回）

３，０００１０４／２１、５／１９、６／１６
１３：３０～１５：３０

絵てがみ 火曜コース
（火曜日 ３回）

７，２００１６４／２・１６、５／７・２１、６／４・１８
１９：００～２１：００

ウクレレ教室
（木曜日 ６回）

３，８００３０４／１４
１０：００～１１：３０

いつもと違う手作りみそ
（火曜日 １回）

受講料
（材料費込）募集人数講座予定日・時間講座名

■４月開講 文化・文芸講座受講生募集
講座内容など詳しくは、同館へ。

南図書館だより
休館日�３月２・９・１６・２３・３０・３１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

遺言・相続に関するセミナーや、エン
ディングノートの書き方講座などを実施
します。終了後、無料相談会も開催。
３月２０日（祝日）、午後１時３０分～４時

３０分、栂文化会館（栂・美木多駅前）第１
講座室で。無料。直接会場へ。詳しく
は、大阪府行政書士会堺支部ホームペー
ジか、同会堺支部まで。
�同会堺支部（�２３４―３９９９ �２６１―３５８３）
か市民人権総務課（�２２８―７５７９ �２２８―
０３７１）

行政書士による遺言・
相続セミナー＆無料相談会

光明池エリア（ファインプラザ大阪・
サンピア）にてシニア世代の健康づくり
・生きがいづくり・仲間づくりを目的
に、地域コミュニティの醸成を目指し
て、特色ある複数のサークルを開講して

いる「シニアゆうゆうサークル」が、無料
体験会を実施します。詳しくは、一般社
団法人日本生涯学習普及協会シニアゆう
ゆうサークル係〈月～金曜日（祝休日を除
く）午前９時～午後５時〉（�０５０―３８０３―
２８３６ �２２７―３５１９）まで。無料。
�同会

ファインプラザ
大阪３階

１０：００～１１：５０３／１２・２６�朗読
１０：００～１１：５０３／１９、４／２�英会話
１０：００～１１：５０３／１９、４／９�絵手紙
１０：００～１１：５０３／１９、４／２�書道

サンピア３階スタジオ１１：３０～１２：３０３／１９・２６�脳トレステップ体操
場所日時サークル名

シニアゆうゆうサークル無料体験会

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１４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 �２６１―３５８３）へ。
�同会堺支部か市民人権総務課（�２２８―
７５７９ �２２８―０３７１）

行政書士による
休日無料相談会

令和２年（２０２０年）３月１日南区広報 


