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136,628人（113人減）

63,115人（88人減）

73,513人（25人減）

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

南区役所

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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第2駐車場もご利用ください

～上神谷米が今年は豊作！～
にわだにまい

新鮮な地元の農産物を
販売しています。

鉢ヶ峯フラワー農園 コスモス館 
 南区鉢ヶ峯寺２８６６

ハーベストの丘
農産物直売所 またきて菜 

南区鉢ヶ峯寺２０３６ー１
※堺産の米を販売

問 南区役所区政企画室（☎290-1805　FAX290-1814）

上神谷（にわだに）地域には雄大な
田園が広がり、南区の魅力の一つと
なっています。南区では上神谷米を
はじめ、秋から冬にかけてサツマ
イモ、ミカン、コマツナなど、いろ
いろな農作物が収穫されます。

秋収穫の

田んぼにGO!畑にGO!
ステイホーム企画ステイホーム企画 ～おうちで稲作体験～

上神谷米とは
上神谷地域で育つ主にヒノヒカリのこと
コシのある粘りとほのかな甘味が凝縮

しっかりとした粒立ちで、
冷めてもおいしい!

稲作体験の参加者が育てた稲にも穂が立派に実りました。



〒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

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

スマートフォンの扱いに不慣れな高
齢の方に向けた教室を開催。無料。
　　  12月10・11日13〜16時　
　　 Wi-Fi・インター
ネットの使い方、アプリ
ケーション（LINE等）
の使用方法など。各回
同じ内容。
　　  南区役所　201会議室　
　　  各回15人（先着順）
　　 おおむね65歳以上の方　

※スマートフォンを持参。らくらくホ
ン・かんたんスマホは不可
　　 11月2日〜12月7日に氏名・年
齢・メールアドレス・電話番号・希望
日をメールかホームページ（QRコー
ド）か電話で。Code for OSAKA事
務局（メールinfo@code4.osaka）か
政策企画部先進事業担当（☎228-
7480）
　 同担当

（☎同上　FAX222-9694）か
南区役所区政企画室

（☎290-1805　FAX290-1814）

日時
内容

会場
定員
対象

申込

問

㈱Moffが提供する運動・認知トレー
ニングや健康相談、健康講義、交流
会等をオンラインで受講し、自身の体
力・認知機能を確認できる実証のモ
ニターを募集。無料。
　　 南区在住のスマートフォンをお
持ちの60歳以上の方。先着30人。

実証説明会＆測定会：11月30日（火）。
　　  南図書館ホール（泉ヶ丘駅前）　
　　  13〜15時
申込・詳細は以下のＨＰ（QRコード）
を参照かメールsakai-moff@moff.
mobiまで問い合わせてください。
　 ㈱Moff事務局

（☎050-5306-0210）か 
政策企画部先進事業担当

（☎228-7480　FAX222-9694）
対象

場所
時間

問

月～金　9：00～17：00
南区役所総務課　☎290-1800　℻290-1814

11/9　14：00～16：00　　　南区役所総務課
　 人権企画調整課　☎228-7159　℻228-8070
11/18　10：00～12：00　予約は11/12　9：00から先着4人
南区役所総務課　☎290-1800　℻290-1814
月～金　10：00～17：00
堺区役所企画総務課　☎228-7403　℻228-7844
11/10　13：00～16：00　先着６人
堺区役所企画総務課　☎228-7403　℻228-7844

市民相談・人権相談
（日常生活での問題や人権の問題など）

行政相談
（国の行政全般についての苦情、要望など）
人権擁護委員による人権相談

行政書士による相談

交通事故相談

登記・測量相談

女性相談 ※2
（離婚、配偶者からの暴力、生活など）

労働相談
（解雇・賃金に関するトラブルなど）

就労相談

生活・仕事相談
（くらしや仕事での困りごとなど）

ひとり親相談 ※1

児童相談
（子どものしつけ、虐待、非行、家族関係など）

月～金　9：00～17：00
南区役所区政企画室　☎290-1805　℻290-1814

11/12・26　12：45～15：45　　　南区役所総務課
　　   雇用推進課　☎228-7404　℻228-8816
木　14：00～16：00　　　南区役所総務課
　 ジョブシップさかい　　 0120-010908　℻244-3771
月　9：30～17：00　　　　社会福祉協議会南区事務所(南区役所内)
　 すてっぷ・堺　☎225-5659　℻222-0202

教育相談

子育て相談

＝電話相談可 ＝他区でも相談可
南区の相談

法律相談

無料 12：00～12：45と祝休日は休み

相談時間　13:00～16:00
場所　各区役所企画総務課(南区役所は総務課)
予約開始　9:00から ※日・祝休日は直前の執務日
先着各６人　同一相談は１回限り(25分以内)

区
相談日

予約開始日※
問合先

堺区
月・水・金
相談日の前日

中区
火・木
直前の月

東区
水・金
直前の火

西区
金・火
直前の木

南区
月・水
直前の金

北区
木・月
直前の水

美原区
木

直前の月

12/21　14：00～16：00　　　南区役所総務課
　 市政情報課　☎228-7475　℻228-7444

（求人情報の提供、就職活動のサポートなど）

（小・中学生の家庭教育や学校生活、転校手続きなど）

（子どもとの関わり、健康・成長・発達など）

　☎363-9311☎258-6706☎290-1800☎275-1901☎287-8100☎270-8181☎228-7403

場所
問

場所

場所

場所

場所

問

問

問

申込

▷未来の光明池駅前地域活性化に向
けたアンケート結果などを公表
6月1〜15日に実施した光明池駅前
地域活性化に向けたアンケートの結
果などを市ホームページ（QRコード）
に公表しました。
　 同室（メールsennisui@
city.sakai.lg.jp）

▷ももポートイベント情報
UR泉北桃山台一丁団地内のコミュ
ニティ形成拠点『ももポート』でイベン
トを開催。11月27日(土)10〜17時、
キッチンカーなど。
　 ももポート

（☎06-6643-7731）か
同室

問
問

南区広報

11月26日(金)10〜16時に、南区役
所2階201・202会議室で。無料。託児
有（要予約）。
▷『就活応援セミナー』(予約制)
マスク生活の中でも、面接で、よい印象
を与えるスキルを身につけます。
▷お仕事なんでも相談

▷求人企業情報のパネル展示・閲覧
　　 就職や転職を希望する15〜39
歳の方と全年齢の女性の方。
　　 11月2日から。詳しくは、さかいJJOB
ステーション（☎0120-245108）へ。
　 雇用推進課

（☎228-7404　FAX228-8816）

対象

受付

問

堺“職”のパネル展in南サテライト ～自分にあった“しごと”さがそ～
JOBステーション南サテライト・「働きたい」を応援するイベント

新型コロナウイルス感染拡大防止と
参加者などの健康、安全面を最優先
に考慮した結果、次のイベントを中止
します。
▷みなみ交流E・K・I・D・E・N
　 南区スポーツ推進実行委員会事

務局（南区役所区政企画室内☎290-
1805　FAX290-1814）
▷南区クリーンキャンペーン
　 南区自治連合協議会事務局（南区
役所自治推進課内☎290-1803　FAX
同上）か南区役所区政企画室問

問

イベント中止のお知らせ

シニア世代にむけた
スマートフォン教室を開催

南図書館 栂分館 美木多分館

ブックフェア
一般 「デザイン・デザイン・デザイン」 「堺まちあるき」 「世界おいしいもの巡り」
児童 「おうちであそぼう」 「君も発明王になろう！」 「おいしくたべよう」

おはなし会 先着9組
直接会場へ

11月20・27日（土）
15〜15時20分

11月13日（土）
11〜11時20分

11月6日（土）
15時30〜50分

ぴよぴよ
おはなしかい 先着9組

11月17日（水） 11月11日（木） 11月18日（木）
いずれも10時30〜50分［申込］11月4日（木）10時から直接か電話で各館へ

えほんをたのしむ
おはなし会

先着9組
直接会場へ

11月6・13日（土）
15〜15時20分

健康増進プログラムの
実証モニターを募集

泉北読書会
テーマは『神様のホテル』

（ビクトリア・スウィート／著）。
　　  11月19日（金）10〜12時。南図書館
3階集会室で。参加希望は事前に同館へ。
日時

静かに灯りを楽しむキャンドルイベント ～あなたの願い事を募集します！～

＜南区政策会議関連事業＞ワークショップ～世界にひとつだけの
� オリジナルゆび人形をつくろう！～

　　  12月５日（日）14〜16時
　　  南図書館（泉ヶ丘駅前）
　　  本市ゆかりの絵本作家・たちもと
みちこさん。フェルトやリボン、毛糸など
いろんな素材でゆび人形をつくります。
小学生以下は保護者同伴が必要。

　　  30人
　　  11月10日10時から直接か電話
で南図書館

（☎294-0123　
FAX298-0597）
へ。

日時
場所
講師

定員
申込

手書きでも応募できます！
南区役所1階市政情報コー
ナーに応募箱を設置します。

　 南区役所区政企画室
（☎290-1805　FAX290-1814）
問

願い事の応募方法
　　  南区にゆかりのある方
　　　　  11月1日〜12月3日
　　　　  応募フォーム（右のQRコー
ド）へ。

対象
申込期間
申込方法

掲載している内容については、新型コロナウイルス感染症拡大の状況に
より中止か延期になる場合があります。

南図書館だより 　 南図書館（☎294-0123  FAX298-0597)、栂分館(☎296-0025  FAX296-0034)、美木多分館(☎296-2111  FAX296-2151)へ。
　　  １１月１·８·１５·２２·２９日 図書館Twitter（@sakai_lib）
問
休館

地域の大学生自ら新型コロナウイルス感染症対策を
考え、イベントを企画。あなたの｢願い事｣をキャンドル
瓶に巻き、12月18日（土）に西原公園の緑道に展示し
ます。イベント詳細は12月号でお知らせします。
※天候などでイベント中止の場合は展示できません。ご了承ください。

令和3（２０２１）年１１月１日



〒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

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

肺がん・結核検診受診者は姿勢測定もできます。
12月11日(土)10〜11時30分、13時〜14時30分。南区役所
で。40歳以上の方が対象。午前・午後各40人。　
　　  10月18日より受付中。申込

南区広報次のページから広報さかいです

「南区高齢者すこやかフェア」を開催
11月1〜5日に南区役所2階通路で認
知症・健康情報などに関する情報の
パネル展示や、グループホームに入所
されている方の作品を展示。
包括支援センターでは病院や利用
サービスなど、認知症に関する相談も
受けています。お気軽にご相談くださ
い。

南区子どもの育ち応援講演会「たたかない・感情的にならない子育てを考え
よう」
11月11日(木)13時30分〜15時。子育てを楽しむ秘訣を聴いて、子育てに役
立てませんか。ライブ配信と録画配信で実施。講師は高祖常子さん。
　　  11月5日まで。市ホームページ電子申請システムで。　
＊詳しくは、南区ホームページのイベント（QRコード）参照。
申込

南区の小学5・6年生505作品の応募から特別賞７賞と優良賞33賞に決定され
た絵画を展示します。（表彰式は中止）
▷特別賞７賞・優良賞33賞の展示
　　  10月25日10時〜11月7日20時45分　
　　  アクロスモール泉北・A館（デイリーカナート
イズミヤ）2Fエスカレーター付近
▷特別賞７賞の展示
　　  11月８日10時〜1１日17時　
　　  南区役所1階ロビー
※特別賞7賞で防火ポスターを作成し、掲出します。
　  南消防署（☎299-0119　FAX298-0119）

日程
場所

日程
場所

問

第４３回小学生防火絵画展を開催

子育て支援課 ☎290-1744 FAX296-2822

南保健センターだより ☎293-1222　FAX296-2822

土曜　肺がん・結核検診＆姿勢測定　無料

12月7日(火)10〜12時、13〜15時、同センターで。40歳以上の
偶数年齢の女性の方が対象。（奇数年齢でも受診可能な場合あ
り。詳しくは、がん検診総合相談センターへ。）　　　  午前40歳
代7人、50歳以上20人、午後40歳代6人、50歳以上15人。　
　　  11月2日から。

先着

申込

　　　  がん検診総合相談センター☎230-4616　FAX230-4636<9時〜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。申込先

減らしおキッチンは、塩分控えめで体に
優しいメニューを提供するお店です。減
塩メニューを食べて、食生活のヒントに
してみませんか。次の店舗では塩分控え
めのお弁当を２月まで販売中。詳しくは
市ホームページ参照。
また、同センターで塩分測定器の貸出や
減塩レシピの配布を実施中。
▷自家焙煎工房カフェlittleisland三原
台公園前店（南区三原台3-1-4）
▷ハートフルサンク（南区桃山台3-1-3）
▷槇塚台レストラン（南区槇塚台3-1-2） 

減らしおキッチン
～南区の減塩メニュー提供協力店のご紹介～

令和2年度防火ポスター

堺市　減らしおキッチン

店舗の詳しい情報はこちら

↑申込はこちら ↑申込はこちら

乳がん検診（マンモグラフィのみ）　無料

開室時間、予約方法は、「みみちゃんルーム」のホームページ（QR
コード）参照。

★イベント·講座　
・あかちゃんタイム　11月16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集まり交流する場です。

先着4組。
　　　  11月1５日0時から　市ホームページ電子申請システムで。
・子育て講座「てづくりおもちゃをつくろう」　1１月12日(金)午前・午後の部。
　各先着4組。
　　　  11月11日０時から　市ホームページ電子申請システムで。

申込

申込

南区役所2階子育てひろば 「みみちゃんルーム」「みみちゃんルーム」

要予約 要予約

高齢者の
総合相談

窓口

地域包括支援センターだより
南基幹型包括支援センター　☎290-1866　FAX290-1886

メール minami-kikangata@sakai-syakyo.net

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）
お住まいの小学校区 相談窓口

美木多（鴨谷台含む）・赤坂台・新檜尾台・城山台 南第１地域包括支援センター　☎295-1555　FAX295-1556

福泉中央・桃山台・原山ひかり・庭代台・御池台 南第２地域包括支援センター　☎290-7030　FAX290-7665

上神谷・宮山台・竹城台・竹城台東・若松台・茶山台 南第３地域包括支援センター　☎289-8085　FAX289-8086

三原台・泉北高倉・はるみ・槇塚台 南第４地域包括支援センター　☎291-6681　FAX291-6682

要予約

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。実施の有無はお問合せください。

■栂文化会館の催し
チケットの購入が必要、販売場所など
詳しくは同館へ※就学前のお子様の
入場はご遠慮ください。

▼秋の名画鑑賞会「潮騒」
11月4日（木）14時開演。チケット販売
中。全席指定席。前売＝500円、当日＝
600円。

▼フェスティバルin栂「栂文うたごえ
広場」
２月19日（土）14時開演。11月27日か
らチケット発売。全席指定席。前売・当
日とも1,000円。

▼フェスティバルin栂「名画鑑賞会」
２月18日（金）14時開催。11月27日
からチケット発売。全席指定席。前売
500円　当日600円。
■文化講座　受講生募集

▼虹色に光るクリスマスツリー作り
12月11日（土）10時
から受講料などが
必要。締切11月
17日（水）必着。
講座内容や申込
方法など詳しく
は同館へ。

令和3（２０２１）年１１月１日

教
室
・
相
談
な
ど
の
日
程〈
無
料
〉

事業名 日程 時間
要予約 　離乳食講習会　
5〜6カ月児の保護者が対象。離乳食初期の話、調理の実演。

11月10日
12月 8日 ①10：00〜10：40

②11：00〜11：40要予約 　カミカミ・パクパク離乳食講習会
8〜10カ月児の保護者が対象。3回食への進め方の話。 11月25日

要予約 　生活習慣病予防相談
検査を伴わない健康相談。

11月17日  9：30〜11：00要予約 　食生活相談
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。
検査・相談（肝炎ウイルス、風しん抗体の検査、HIV・梅毒・クラジミアのセット検査）
診断書の発行不可。対象者には条件があり。
要予約 　精神保健福祉相談

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。
11月 9日 14：30〜16：30
11月26日 14：00〜16：00

要予約 　成人の歯科相談
歯科医師による検診と相談。歯みがき指導。成人・妊婦が対象。親子で歯科相談も可。 11月12日 13：30〜15：30

要予約 　子どもの歯相談室
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）。

11月 1日  9：30〜11：00
11月24日 13：30〜15：00

要予約 　赤ちゃんといっしょ
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。 11月19日 10：00〜11：00

要予約 　妊婦教室
妊婦とその家族が対象(子どもの同伴不可）。 11月17日 13：15〜15：30

○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。
○ＢＣＧ予防接種<個別通知>生後5カ月児に個別通知。１歳未満の子どもが対象。 　　○転入転出の場合は同センターへお問い合わせください。

○難病に関する相談＜無料＞


