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泉北高速鉄道「栂・美木多駅」下車すぐ

●南部地域整備事務所 �２９８―６５７２ �２９１―４３９０
［道路の維持・管理に関すること］

●上下水道局 お客様センター�０５７０―０２―１１３２�２５２―４１３２
［水道・下水道に関すること］

●粗大ごみ受付センター �０１２０―００―８４００
［家庭からでる粗大ごみの収集申し込み］

（携帯電話などからは �０６―６４８５―５０４８）

●環境業務課 指導係 �２２８―７４２９ �２２９―４４５４
［生活ごみなどの収集］

●泉ヶ丘公園事務所 �２９１―１８００ �２９６―９６７６
［公園・緑地に関すること］

●市税事務所
法人諸税課 �２３１―９７４１ �２５１―５６３１
［軽自動車税に関すること］
市民税課 �２３１―９７５２ �２５１―５６３２
［個人市・府民税に関すること］
固定資産税課 �２３１―９７６３ �２５１―５６３３
［固定資産税に関すること］
納税課 �２３１―９７７２ �２５１―５６３４
［市税の納付に関すること］

●子育て支援課 �２９０―１７４４ �２９６―２８２２
［児童手当・児童扶養手当、認定こども園、女性、ひとり親、児童相談］

●南保健センター �２９３―１２２２ �２９６―２８２２
［母子健康手帳・各種健（検）診・健康相談・健康教室など］

４階

●自治推進課 �２９０―１８０３ �２９０―１８１４
［自治会・美化など地域振興活動］

美化担当 �２９０―１８１５

●生活援護課 �２９０―１８１０ �２９０―１８１８
［生活保護に関することなど］

●総務課 �２９０―１８００ �２９０―１８１４
［庁舎管理・広聴・相談・選挙など］

●区政企画室 �２９０―１８０５ �２９０―１８１４
［スマート区役所推進、広報、教育・就学相談］

●地域福祉課 �２９０―１８１２ �２９０―１８１８
［介護・障害福祉・高齢福祉に関することなど］

３階

●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 �２９２―１８２６ �２９１―１２５２
［就労を希望する障害者への就業・生活支援］

●社会福祉協議会南区事務所
［市民活動・ボランティアに関することなど］

�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

２階

●保険年金課 �２９０―１８０８ �２９０―１８１３
［国民健康保険・後期高齢者医療・医療費助成・国民年金など］

●市民課 �２９０―１８０２ �２９０―２０３０
［住民票・戸籍などの証明・届出、印鑑登録、マイナンバー］

１階

南南区区役役所所

Twitterホームページ

区役所外〒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
Twitter：@mimichanminami
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令和３年７月１日推計（ ）内は前月比

総人口
１３７，０４６人（１１４人減）

男
６３，３９３人（６０人減）

女
７３，６５３人（５４人減）

世帯数
５９，６１７世帯（４世帯減）

人口密度
３，３９３人／�
面積

４０．３９�

南区では、区の実情や特性に応じた政策形成を進め、特色ある区行政の
実現を図るため、区民や有識者などで構成する「区政策会議」を開催しま
す。
本会議では、今年３月に策定した堺市南区基本計画の基本方針に基づき

３つの部会を設け、施策・事業などについてご意見をいただきます。
今回は、全委員による第１回全体会となります。

日時８月１９日（木）１８時３０分～
場所南図書館ホール
傍聴先着５人

傍聴を希望する方は、
開始３０～１０分前までに直接会場へ。

主な内容「堺市南区政策会議について」ほか。

南区役所では、ICT などの先端技術の導入とすべての人にとって
やさしい空間の創造による「スマート区役所」の実現に向けて取り組
んでいます。第３回目はスマートフォンを利用するなかで、よく聞
く言葉を解説します。

�タップ
画面上を軽く一回タッチする操作で、スマートフォンで行うあら

ゆる操作の基本となります。アプリを起動したり、選択肢を決定し
たり、ウェブサイトでリンクを開く際に使用します。

�スワイプ
画面上で軽く触れたまま、任意の方向に素早く動かす操作です。

画面の遷移やメッセージの表示・通知の消去などさまざまな操作を
行うことができます。

�Wi-Fi
無線でネットワークに接続する技術のことで、

「ワイファイ」と読みます。Wi-Fi を利用すること
で、スマートフォンをインターネットに接続させ
ることができます。

�南区役所区政企画室（�２９０―１８０５ �２９０―１８１４）

スマート区役所コラム第 回3

次の重点施策を柱に、区民それぞれが安
全で快適に暮らすことができるよう、生活
環境の整備や緑道の適切な更新、災害など
の非常時に備えた地域力の強化、そして、
すべての人が、互いの多様性を尊重して認
め合い、安心して共に生きることのできる
環境をめざします。

�南区役所自治推進課（�２９０―１８０３ �２９０―１８１４）
上神谷、城山台、原山台、庭代台中 止

校 区 名

令令和和３３年年度度校校区区ままつつりりののおお知知ららせせ
今年の各校区のまつりについて、以下のとおりです。

アバター（ロボット、CGエージェントなど）を活用した実
証プロジェクトの一環として、南区役所１階魅力発信コーナ
ーに RoBoHoN【写真】が来ます。南区の歴史文化につい
て、RoBoHoNと一緒にクイズをしながら学びませんか。
７月２７日～８月３１日の火・水・木曜日（祝日、８月１０～１２

日を除く）の１４～１６時。日時は変更する場合もありますの
で、事前に南区ホームページをご確認ください。
�南区役所区政企画室（�２９０―１８０５ �２９０―１８１４） ⒸSHARP CORPORATION

西原公園の緑道

�南区役所区政企画室（�２９０―１８０５ �２９０―１８１４）

�地域コミュニティの活性化
人と人との絆を深め、地域の結びつきを強化します。あわせて、区民が地
域について考え取り組む機会の創出や次世代の担い手育成を支援します。
�災害に強く安心して快適に暮らせる都市環境の形成
災害や犯罪、感染症などの対策の徹底を図り、人や環境にスマートでやさ
しく、安心して快適に暮らせる都市環境を形成します。また、地域主体の自
主防災組織を強化し、安全・安心に向けた区民の意識向上と地域力の強化を
図ります。
�人権・多様性の尊重
国・文化・性別・ジェンダー・障害・年齢など互いの多様性を尊重し、共
に生きることのできる社会の実現をめざします。
（ジェンダー：gender 生物学的な性別〈sex〉に対し、社会的・文化的な性別）
�南区役所区政企画室（�２９０―１８０５ �２９０―１８１４）

RoBoHoNと一緒に南区について学ぼう！
～泉北アバタープロジェクト～ロ　ボ　ホ　ン

新型コロナウイルス感染拡大状況により
中止・変更になる場合があります

「堺市南区基本計画」について、7月号から
4回シリーズで詳しく紹介しています。

重点施策

区政に関する情報や、歴史・文化イベント情報など南区の魅
力を発信します。
YouTube「みみちゃんねる（堺市南区動画チャンネル）」

詳しくはこちら →
�南区役所区政企画室（�２９０―１８０５ �２９０―１８１４）

堺市南区の公式YouTubeチャンネルを開設しました
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図書館 Twitter
（@sakai_lib）フォロー
はこちらから →

ブックフェア
�南図書館
一般「涼をもとめて」
児童「夏休みにおす

すめ!」
�栂分館
一般「おもしろBooks 探偵帖」
児童「夏休みにおすすめ!」
�美木多分館
一般「自分で作ってみよう」
児童「夏休みにおすすめ!」

おはなし会
無料。直接会場へ。先着各９

人。
�南図書館�８月２８日（土）１５～１５
時２０分
�読書会
あらかじめ決められたテーマの

本を読んで、感想などを語り合い
ます。
�泉北読書会�「日本軍兵士 ア
ジア太平洋戦争の現実」（吉田裕／
著）。８月１８日（水）１０～１２時、南
図書館３階集会室で。参加を希望
される方は事前に同館へ。

南図書館だより
休館日�８月２・１６・２３・３０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

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

栂文化会館

相続・遺言・不動産・成年後見な
どの手続きに関する相談に無料で応
じます。電話相談はできません。
８月７・２８日１３～１６時、１８日（水）

１８～２１時、司法書士総合相談センタ
ー堺（堺東駅前）で。要予約。予約
は、大阪司法書士会堺支部（�０８０―

６２８４―１８７４�土
・日曜日、祝
休日を除く�
１０～１６時）
へ。
�同会堺支部か市民人権総務課（�
２２８―７５７９ �２２８―０３７１）

団地の一室に本格的な工具を取り
そろえた DIY の作業スペースを無
料で利用できます（子ども向けの工
作コーナーもあり）。専門スタッフ
による技術サポートも受けられま
す。８月１・４・７・８・２１・２２・
２８・２９日１０～１７時、大阪府住宅供給
公社茶山台団地（南区茶山台２丁１

１６棟１０１号室）で。無料。直接会場
へ。
次のワークショップを開催（要予

約、各３人）。
�８月２１日（土）１０・１４時＝電動ドラ
イバー、丸ノコペイントイベント
（参加費２,５００円）。
�８月２８日（土）１３時＝鳥ブローチを
つくろう（参加費２,０００円）。
�カザールホーム（�０１２０―４５―８５４０

電 子
メールchayamadai.diy@gmail.com）か同室

丹精込めて育てられた個人のお庭
や事業所などの花壇を公開している
「オープンガーデンさかい」。区内の

すてきなお庭などもパネル形式でた
くさん紹介しています。８月６日ま
で、南区役所２階ロビーで。直接会
場へ。
�堺市公園協会（�２４５―００７０ �２４５
―００６９）か公園緑地整備課（�２２８―
７４２４）

将来、有権者となる児童生徒の皆
さんが選挙や政治について関心を持
つことは、とても大事なことです。
現在、「明るい選挙」の推進をテー
マに、ポスター作品を募集していま
す。小・中・支援学校、高校に通う
市内在住か在学の児童・生徒が対
象。
詳しくは、市役所市政情報センタ

ー、区役所市政情
報コーナーにある
募集要項（市ホー
ムページ参照）で
ご覧になれます。
締切は９月１０日
（必着）。
�選挙管理委員会事務局（�２２８―
７８７６ �２２８―７８８３）

明るい選挙啓発

集団回収報償金の申請は８月中に
南区内で今年２～７月に実施した

古紙や衣類などの集団回収に対する
報償金の申請を受け付けます。
受付期間は８月２～３１日（土・日

曜日、祝日を除く）。

報償金の申請には事前に団体登録
が必要です。
�南区役所自治推進課（�２９０―１８０３
�２９０―１８１４）

ポスター作品を募集中

「DIY のいえ」を
利用しませんか

司法書士による休日・夜間無料法律相談会

６月に植えた稲の苗が根付き、茎
や葉がどんどん増えています。「お
うちで稲作体験」の企画に参加して
いる子どもたちから稲の観察レポー
トが届いています。観察レポートは
南区ホームページで公開中。稲の成
長を一緒に楽しみましょう。
�南区役所区政企画室
（�２９０―１８０５ �２９０―
１８１４）

■文化講座
講座内容など詳し

くは同館へ。
�はがきか FAX、
直接で住所、氏名、
電話番号、講座名を

書いて同館へ。先着８０人。
�歴史講座
８月１９日、９月１６日各日１０~１２

時、費用は各回７００円。
新型コロナウイルス感染症拡大防

止対策を実施したうえで、開催。

■栂文化会館の催し
チケットの購入

が必要。発売場所
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。

�栂文寄席 南光 南天二人会
８月２８日（土）１４時開演。１３時３０分

開場。全席指定席。前売�２，８００
円、当日�３，３００円。
�秋の名画鑑賞会
「潮騒」（上映時間／８２分）を上映。
１１月４日（木）１４時開演。８月２１日
（土）よりチケット発売。全席指定
席。前売�５００円、当日�６００円。

泉北ニューデザイン推進室
�２２８―７５３０ �２２８―６８２４泉北ニュータウンの催し参考図書室内にミニコーナーを設け、堺市や泉北地域のことが分

かりやすく書かれた本を集めました。ガイドブックのほか歴史、文
化、人物に関する本、堺市が舞台になっている小説や漫画、市内の
小中学校で使われている教科書などをそろえました。身近な地域の
ことを調べてみませんか？

「堺・泉北がわかる本」あつめました�

みみちゃん田んぼの様子

オープンガーデンさかい 2021オープンガーデンさかい 2021オープンガーデンさかい 2021
～私のお気に入り写真展～

田んぼにGO!畑にGO!
～おうちで稲作体験～観察レポートを公開中
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子育て支援課だより �２９０―１７４４ �２９６―２８２２

■子育て支援コーディネーター講座「我が家の園選び～認定こども園、
保育所（園）、幼稚園の話～」録画配信 【要予約】
８月１３日１０時～３１日２３時に配信。申込後配信のURLを送ります。
�８月２日１０時～９日２３時３０分に電子申請システムで。
■子育て支援コーディネーター個別相談会 【要予約】
認定こども園、保育所（園）、幼稚園などの利用について個別相談会を

対面か電話で実施。８月１２・１３日１１～１１時３０分・１３時３０分～
１４時・１４時３０分～１５時の各日３回。各回１家族３０分間。
�８月３日１０時～１０日２３時に電子申請システムで。※申込や
方法など詳しくは市ホームページ参照（２次元コード）。

南基幹型包括支援センター
�２９０―１８６６ �２９０―１８８６
電 子
メールminami―kikangata@sakai―syakyo.net高齢者の総合相談窓口

地域包括支援センターだより

認知症サポーターフォローアップ研修を開催します
認知症サポーターを対象に、フォ

ローアップ研修を開催します。認知
症の方と接する場面での対応方法を
学びます。認知症サポーターとして
「何ができるか」と考えるきっかけに
しませんか。
８月３１日（火）１３時３０分～１５時、南

区役所２階２０３会議室で。オレンジ
リングかサポーターカードをお持ち
の方で市内在住・在勤の方が対象。
無料。先着２０人。
�８月２～２４日に、電話、FAX、
電子メールで、住所、氏名、電話番

号を書いて、同センターへ。
※新型コロナウイルス感染拡大の状
況により、中止する場合は事前に連
絡します。
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南保健センターだより �２９３―１２２２ �２９６―２８２２

新型コロナウイルスの影響や天候の悪化などに伴い中止や延期となることがあります。実施の有無については、お問い合わせください。

○４カ月児健診・１歳６カ月児健診・３歳児健診（３歳６カ月児が対象）�無料�…個別通知。○難病に関する相談�無料�
転入転出の場合は同センターへお問い合わせください。

１８歳以上が対象。予約受付後に個別通知。９：１５～１０：５５９月１７日（金）骨粗しょう症予防検診�予約制・有料�

教
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・
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妊婦とその家族が対象（子どもの同伴不可）。１３：１５～１５：３０９月１５日（水）妊婦教室�予約制・無料�

生後４カ月未満の子どもと保護者が対象。
※オンラインに変更する可能性あり。１０：００～１１：００８月２７日（金）赤ちゃんといっしょ�予約制・無料�

生後５カ月児に個別通知。１歳未満の子ども
が対象。９：３０～１１：００８月２５日（水）BCG予防接種�個別通知・無料�

歯科医師による検診と相談。１歳６カ月～４
歳未満の子どもには、フッ素塗布あり（１回
限り）。１３：３０～１５：００８月２５日（水）

子どもの歯相談室�予約制・無料�
９：３０～１１：００８月２日（月）

歯科医師による検診と相談。歯科衛生士によ
る歯みがき指導。成人・妊婦が対象。親子で
歯科相談も可。

１３：３０～１５：３０８月２０日（金）成人の歯科相談�予約制・無料�

こころの病気・アルコール問題などで悩む方
や家族の相談。１４：００～１６：００

８月２７日（金）
精神保健福祉相談�予約制・無料� ８月２４日（火）

１４：３０～１６：３０８月１０日（火）

診断書の発行はできません。
肝炎ウイルス検査・風しん抗体検査について
は対象者の条件があります。

９：３０～１１：００８月１８日（水）
検査・相談（肝炎ウイルス検査・風しん
抗体検査・HIV 検査・梅毒検査・クラ
ミジア検査）�無料�

管理栄養士による生活習慣病予防など食生活
についての相談。食生活相談�予約制・無料�

検査を伴わない健康相談。生活習慣病予防相談�予約制・無料�

８～１０カ月児の保護者が対象。３回食への進
め方の話。

�１０：００～１０：４０
�１１：００～１１：４０

８月１９日（木）カミカミ・パクパク離乳食講習会�予約
制・無料�

５～６カ月児の保護者が対象。離乳食初期の
話、調理の実演。

８月４日（水）
９月１日（水）離乳食講習会�予約制・無料�

対象・内容時間日程事業名

１１月以降の日程は順次お知らせします。
�がん検診総合相談センター（�２３０―
４６１６ �２３０―４６３６�９～２０時�へ電話、
FAX かインターネットで。検診当日
の受付時間は、通知で確認。医療機関
でも受診可能。詳しくは市ホームペー
ジ参照。

▷肺がん・結核検診（胸部Ｘ線検査）は４０
歳以上の方が対象。たん検査（条件有）も
追加で受診可。定員５５人。
▷胃がん（胃部Ｘ線〈バリウム〉）・大腸が
ん（検便）検診は５０歳以上の偶数年齢の方
が対象。大腸がんのみは不可。定員２５
人。

肺がん・結核検診、胃がん・大腸がん検診
【完全予約制、集団検診、無料】同時開催

８月２４日

９：００～１１：００

若松台１０月２８日（木）

城山台１０月１９日（火）

福泉中央１０月１４日（木）

赤坂台１０月７日（木）

上神谷１０月５日（火）

受付中

茶山台９月３０日（木）

原山ひかり９月２１日（火）

桃山台９月１６日（木）

はるみ９月９日（木）

申込
開始日時間実施場所

（小学校）日程

第２期「ひらめき脳トレプラス教室」募集
認知症予防を中心とした複合型介護予防教室で

す。
８月２５日～１０月２７日（９月８日、１０月２０日を除く）
の水曜日、１３時３０分～１５時、栂文化会館３階第１講
座室で。全８回出席できる方で要支援・要介護認定
を受けておらず、医師に運動を禁止されていない６５
歳以上の方が対象。無料。
�８月２～６日に電話か FAX で住所、氏名、電話
番号、生年月日を同センターへ。福泉中央、桃山
台、原山ひかり、庭代台、御池台小学校区にお住ま
いで初めて参加する方を優先のうえ抽選１０人。

オンライン講座☆親子でフレンチトースト作り
調理器具の使い方を知り、自分で
つくる楽しさを味わいます。食育ク
イズやミニ講座もあり。
８月１６日（月）１０時３０分か１４時、２３
日（月）１０時３０分か１４時。各１時間程
度。市内在住の小学生とその保護者
が対象。無料（通信料と食材は自己
負担）。各回５組（先着）。
�８月２～１０日に市ホームページ（２次元コー
ド）から堺市電子申請システムで。

健康づくり教室で学ぶ健やかライフスタイル
９月７・１３・２１・２７日、１０月１１・１８日の全
６回。９時３０分～１１時３０分。同センターへの
来所かオンラインの参加を選べます。おおむ
ね７４歳までで、全回参加でき、初めて参加す
る方が対象。無料（通信費、調理材料費など
は自己負担）。
�電話か FAX で住所、氏名、電話番号、生
年月日を８月２～２０日に同センターへ。オン
ライン参加希望の方は堺市電子申請システム
で。ホームページ参照（２次元コード）。先着
１５人。

堺市　がん検診

南第４地域包括支援センター �２９１―６６８１ �２９１―６６８２三原台・泉北高倉・はるみ・槇塚台

南第３地域包括支援センター �２８９―８０８５ �２８９―８０８６上神谷・宮山台・竹城台・竹城台東・若松台・茶山台

南第２地域包括支援センター �２９０―７０３０ �２９０―７６６５福泉中央・桃山台・原山ひかり・庭代台・御池台

南第１地域包括支援センター �２９５―１５５５ �２９５―１５５６美木多（鴨谷台含む）・赤坂台・新檜尾台・城山台

相談窓口お住まいの小学校区

南区内地域包括支援センター（高齢の方の総合相談窓口です）

※新型コロナウイルス感染状況により、中止や変更になる場合があります。

未就学児とその保護者、妊婦の方が気軽に集い、遊んだり交流した
りする場です。子育てに関する相談や地域の子育て支援の情報提供も
行います。予約制。子育て講座などイベントも開催。開室時間、予約
方法など詳しくは市ホームページ（２次元コード）参照。

南区役所２階子育てひろば 「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「みみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルーーーーーーーーーーーーーーーーーーーームムムムムムムムムムムムムムムムムムムム」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」

栄養・食生活

�あかちゃんタイム
８月１７日（火）午後の部。おおむね１０カ月までの赤ちゃんとその保護者
が対象。先着４組。�８月１６日１０時から予約専用電話で。
�子育て講座「キッズパルといっしょに絵本を楽しもう」
親子ふれあい遊びや絵本、手遊びをします。８月６日（金）午前・午後
の部ともに開催。各先着４組。�８月５日１０時から予約専用電話で。
※予約専用電話 �２９７―１７４４
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