
キャンドルに願いを込めて、アートやツリーが静かな夜を演出

願い事を募集しています!

←応募フォームはこちら

※申込期間を
　延長しました。

あなたの｢願い事｣を
キャンドル瓶に巻き展示します。
あなたの｢願い事｣を
キャンドル瓶に巻き展示します。

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
応募箱を設置しています。
申込期間：１２月9日まで

に

キャンドルロード
minami 2021

～コロナに負けない温もりを～

キャンドルロード
minami 2021

～コロナに負けない温もりを～
新型コロナウイルス感染症の感染対策をしながら、
“静かに”キャンドルの優しい灯りを楽しみませんか。

帝塚山学院大学・桃山学院教育大学・大阪健康福祉短期大学・
大阪府立大学の学生の皆さんと一緒に開催します。

新型コロナウイルス感染症の感染対策をしながら、
“静かに”キャンドルの優しい灯りを楽しみませんか。

帝塚山学院大学・桃山学院教育大学・大阪健康福祉短期大学・
大阪府立大学の学生の皆さんと一緒に開催します。

１２月１８日（土）１７～２０時
西原公園緑道
雨天中止

YouTubeで
ライブ配信

泉ヶ丘駅前の時計塔が新たなシンボルに
堺泉ヶ丘ロータリークラブ様より
温度計付き時計塔を寄贈いただき、

泉ヶ丘駅前の南側ロータリーに設置されました。

泉ヶ丘駅前の が新たなシンボルに
堺泉ヶ丘ロータリークラブ様より
温度計付き時計塔を寄贈いただき、

泉ヶ丘駅前の南側ロータリーに設置されました。
時計塔には、国宝拝殿がある南区の櫻井神社に奉納される、

国選択・大阪府無形民俗文化財 上神谷のこおどり神事の赤鬼面と
紙花（ヒメコ）が装飾されています。
泉ヶ丘駅前の新たなシンボルとして、
地域の皆様とともに時を刻み続けます。

YouTube

「みみちゃんねる
（堺市南区動画チャンネル）」で

イベント当日会場の様子をライブ配信！
配信時間：12月18日(土)18～19時

おうちでも楽しもう!

１番
バス乗り場
にて撮影

櫻井神社
こおどり面

南区広報

月号

のうごき人

編集・発行 南区役所区政企画室

●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

You Tube マチマチ

区役所外〒５９０―０１４１
堺市南区桃山台１丁１番１号

マチマチ：https://machimachi.com/area/osaka/sakaishiminamiku
ホームページ：http://www.city.sakai.lg.jp/minami/index.html Twitter：@mimichanminami

You Tube：https://www.youtube.com/channel/UCKe-3wesc6Gh6rp8lwQPnWw

泉北高速鉄道「栂・美木多駅」下車すぐ

南堺
警察署

第1
駐車場

第2駐車場

館
会
化
文
栂

駅多
木美

・栂
道鉄

速高
北泉

南区役所

北

第2駐車場もご利用ください

12 令和3年11月1日推計（　）内は前月比

136,393人（235人減）
総人口

59,433世帯（94世帯減）
世帯数

62,986人（129人減）
男

3,377人／㎢
人口密度

73,407人（106人減）
女

40,39㎢
面積

令和３年（2021年）　第189号



　　 来年1月10日（月・祝日）
　　 ビッグ・アイ（泉ヶ丘駅前）
　　 平成13年（2001年）4月2日〜平
成14年（2002年）4月1日生まれの方
新型コロナウイルス感染拡大対策と
して、２部制（表参照）の開催となりま
すので、対象の式典に参加してくださ
い。
当日は、11月に送付した案内はがきを

持参。現在南区在住以外の方（案内は
がきが届いていない方）も参加可能。
なお、今後の新型コロナウイルス感染
拡大状況により式典の中止や内容の変
更を行う場合があります。詳
細は、区ホームページ参照。
　 南区役所自治推進課

（☎290-1803　FAX290-1814）

日程
場所
対象

問

時間 対象中学校区

第1部 10：00　開式
（9：30　開場）

宮山台 原山台
晴美台 庭代台
若松台

第2部 12：00　開式
（11：30 開場）

福泉南 美木多
三原台 赤坂台

※やむをえず指定された式典に参加できない場合は、もう一方の式典に参加可能。

南区広報

南図書館 栂分館 美木多分館

ブックフェア

一般
外国語絵本

〜国際ソロプチミスト堺
寄贈絵本〜

目で楽しむ世界旅行 さあ、大そうじ！

児童 むかしむかしのおはなし クリスマスと
お正月・干支の本

クリスマス（12/25まで）
お正月（12/26から）

おはなし会 先着9組
直接会場へ

12月18・25日（土）
15〜15時20分

12月11日（土）
11〜11時20分

12月4日（土）
15時30分〜15時50分

ぴよぴよ
おはなしかい 先着9組

12月15日（水） 12月9日（木） 12月16日（木）

いずれも10時30〜50分
申込  栂分館は受付中、南図書館・美木多分館は12月8日（水）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

12月4・11日（土）
15〜15時20分

学習ルーム混雑状況を
スマホで確認
南図書館学習ルームの混雑状況を
3段階で伝える「混雑ランプ」を12
月1日から導入します。詳しくは図
書館ホームぺージ

〔混雑ランプ〕参照。

泉北読書会
テーマは、『サラバ！上・下』（西加奈
子／著）です。12月17日（金）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 　 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。
　　  １２月６・７・１３・２０・２７・２９〜１月３日 図書館Twitter（@sakai_lib）
問
休館

返却ポストは、年内は12月28日（火）午前10時まで、年始は1月4日（火）午前9時から使用できます。

堺市成人式（南区）を開催 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。

令和3（２０２１）年１２月１日

法律相談 　　　 　　　　　

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 堺区 中区 東区 西区 南区 北区 美原区
相談日 月・水・金 火・木 水・金 金・火 月・水 木・月 木

予約開始日※ 相談日の前日 直前の月 直前の火 直前の木 直前の金 直前の水 直前の月
問合先 ☎228-7403 ☎270-8181 ☎287-8100 ☎275-1901 ☎290-1800 ☎258-6706 ☎363-9311

要予約 どの区でも

南区の相談　　無料　12：00〜12：45と祝休日は休み
  ＝電話相談可　　どの区でも  ＝他区でも相談可

　　　　　    
教育相談 

（小・中学生の家庭教育や学校生活、転校手続きなど）
月〜金　9：00〜17：00
南区役所区政企画室　☎290-1805　FAX290-1814

児童相談 
（子どものしつけ、虐待、非行、家族関係など） 月〜金　9：00〜17：30

南区役所子育て支援課　☎290-1744　FAX296-2822
※1  母子・父子自立支援員による相談は、月・火・木・金曜日の

9：00〜16：00
※2  女性相談員は不在の場合がありますので、事前にご確認

ください。

市民相談・人権相談   どの区でも
（日常生活での問題や人権の問題など）

月〜金　9：00〜17：00
南区役所総務課　☎290-1800　FAX290-1814

ひとり親相談 ※1 

行政相談   どの区でも
（国の行政全般についての苦情、要望など）

12/21　14：00〜16：00　 場所  南区役所総務課
問 市政情報課　☎228-7475　FAX228-7444

女性相談 ※2 
（離婚、配偶者からの暴力、生活など）

人権擁護委員による人権相談
   どの区でも

12/14　14：00〜16：00　 場所  南区役所総務課
問 人権企画調整課　☎228-7159　FAX228-8070

子育て相談 
（子どもとの関わり、健康・成長・発達など）

行政書士による相談
 要予約   どの区でも

1/20　10：00〜12：00　予約は1/14　9：00から先着4人
南区役所総務課　☎290-1800　FAX290-1814

労働相談 要予約   どの区でも
（解雇・賃金に関するトラブルなど）

12/10・24　12：45〜15：45　 場所  南区役所総務課
申込  雇用推進課　☎228-7404　FAX228-8816

交通事故相談 月〜金　10：00〜17：00
堺区役所企画総務課　☎228-7403　FAX228-7844

就労相談 どの区でも
（求人情報の提供、就職活動のサポートなど）

木　14：00〜16：00　 場所  南区役所総務課
問 ジョブシップさかい　  0120-010908　FAX244-3771

登記・測量相談 要予約 12/8　13：00〜16：00　先着６人
堺区役所企画総務課　☎228-7403　FAX228-7844

生活・仕事相談   どの区でも
（くらしや仕事での困りごとなど）

月　9：30〜17：00　 場所  社会福祉協議会南区事務所（南区役所内）
問 すてっぷ・堺　☎225-5659　FAX222-0202

他区も含めた
日程はこちら

献血にご協力を
12月16日（木）10〜12時・13〜16時
30分、南区役所正面玄関前で献血を
行います。献血は命をつなぐ身近なボ
ランティアです。皆様の協力をお待ち
しています。

　 日本赤十字社大阪府支部堺市南区
地区事務局（南区
役所自治推進課内　
☎290-1803　
FAX290-1814）。

問

12月4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、出生届、死亡届など戸

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。
　 南区役所総務課（☎290-1800　
FAX290-1814）。
問

南区役所庁舎が停電します

　　 12月17〜20日10〜16時45分
　　 光明池サンピア（光明池駅前）3
階イベントホール
　　 次のすべての条件を満たす人
▷堺市に住民登録がある。
▷申請者本人が必要な書類を持参し
て会場に来ることができる。

（申請者が15歳未満か成年被後見人
の場合は、法定代理人の同行が必要）

▷マイナンバーカードを作成したこと
がない（再交付の申請は不可）。
　　 本人確認書類2点（運転免許証
と健康保険証など）と通知カードが必
要。（お持ちでない場合は写真付きの
本人確認書類が必要）
　　 事前予約制　ホームページ（QR
コード）か電話で。
　 堺市マイナンバーカード普及促進
センター

（☎072-600-0181　
FAX072-275-5766）

日時
場所

対象

持物

申込

問

マイナンバーカード
出張申請を実施

専門家による市内にある空き家に関
する相談会を開催します。
12月11日(土)13時30分〜21時まで

（各組50分）、泉ヶ丘センタービル4階
第3集会室で。無料。

　　 受付中。12月5日16時までに
大阪府不動産コンサルティング協会
(☎06-6261-3340　FAX050-3737-
8899　　　　 soudan@oreca.jp)
へ。
　 同協会か住宅まちづくり課

（☎228-8215　FAX228-8034）

申込

メール

問

空き家無料相談会

〒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

DIYのいえ
　　 12月毎週水・土・日の10〜17時
　　 府住宅供給公社茶山台団地（南
区茶山台2丁1-16棟101・102号室）、
無料。詳細はホームページ（QRコー

ド）参照。
　 カザールホーム（ 0120-45-8540　
　　　 chayamadai.diy
@gmail.com）

日時
場所

問
メール



▼卓球大会参加者募集
日頃の練習の成果を試すチャンスです。
　　 1月16日（日）９時30分から
　　 鴨谷体育館
　　 男女別ランク別３人団体戦
　　 80チーム

　 1チーム3,000円（税込）
当日受付時にお支払いください。
　　 12月1～20日
申込前に必ず電話で確認。詳しくは
体育館まで。

日時
場所
大会
先着

¥

申込

南区広報次のページから広報さかいです

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

令和3（２０２１）年１２月１日

12月16日（木）10時
～11時45分、オンラ
インで。パソコンやス
マートフォンなどで
ご参加ください。講
師は、野菜ソムリエ上
級プロの野口知恵さ
ん。中学生以下のお
子さんのいる保護者
が対象。無料（通信費
や調理材料費などは
自己負担）。
　　 12月2～9日に市ホームページ
電子申請システム（QRコード）で。先
着5人。詳しくは教室ホームページへ。

申込

＊開室時間、通常のひろば、イベント等の予約方法は、
「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　
12月21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。　
　　 12月20日から
▷子育て講座「肩甲骨ヨガ講習会」
12月14日(火)午前・午後の部ともに開催。各先着4組。凝り固まった肩や背
中をヨガでほぐします。　
　　 12月13日から
＊いずれも申込・詳細は市ホームページ（QRコード）参照。

無料

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

鴨谷体育館
〒590-0138　南区鴨谷台2丁4-1
☎296-1717　FAX294-1766
休館日　12月13日

ダブルケアでお悩みの方へ
「ダブルケア」とは「子育て」と「介護」を同時期に行っている状態をいいます。
子どもや孫の世話をしながら親の介護もしている方、孫の世話をしながら
配偶者の介護もしている方などをいいます。ダブルケアをされている方は、
大変な労力がかかります。近年は少子高齢化、晩婚化の影響もあり、ダブル
ケアになる方も多いと考えられ、介護離職の問題にもつながります。
ダブルケアの相談窓口は、下記の地域包括支援センターへお気軽に相談し
てください。

〒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

■文化講座受講生募集
　　 12月10日（必着）までにハガキかFAX、直接で。詳しくは同館へ。申込

講座名 日時 費用 定員
お正月用
フラワーアレンジメント

12/26（日） 
11：00～12：30 3,900円 20人

茶道教室 1/6・20　2/3・17　3/3・17（木） 
10：00～12：00 10,200円 20人

朗読教室 1/6・20　2/3　3/3・17（木） 
10：00～12：00 5,500円 12人

おはようヨガ 1/7・21　2/4　3/4・18（金） 
10：00～11：30 6,000円 15人

子ども書道 1/8・22　2/12・26　3/12・26（土） 
15：00～16：30 6,000円 20人

書道教室 1/8・22　2/12・26　3/12・26（土） 
18：00～20：00 6,500円 15人

絵てがみ（木） 1/13　2/10　3/10（木） 
13：30～15：30 3,000円 10人

歴史講座 1/20　2/10　3/17（木） 
10：00～12：00

各回 
700円 80人

花月教室 1/8・22　2/5・26　3/19・26（土）　
10：00～12：00 10,200円 10人

各講座は新型コロナウイルス感染症拡大対策を徹底したうえで、実施します。

南 保 健 セ ン タ ー だ よ り ☎293-1222　FAX296-2822

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。実施の有無はお問い合わせください。

認知症予防が中心の複合型介護予防教室です。
令和4年1月14日～3月11日の毎週金曜日、10時
から、泉ヶ丘市民センター図書館ホールで。全8回
出席できる方、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。
　　 12月3～9日に電話かFAXで住所、氏名、電話
番号を同センターへ。初めて参加する方を優先。
　　 10人。（優先校区あり）

申込

抽選

自宅で受講！おうちでごちそうクッキング

第4期 ひらめき脳トレプラス教室募集

教
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事業名 日程 時間

無料  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。

12月14日 　14：30～16：30
12月24日 　14：00～16：0012月28日

無料  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。

12月 3 日 　13：30～15：3012月24日
無料  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）。

12月 6 日 　 9：30～11：00
12月22日 　13：30～15：00

無料  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。 12月24日 　10：00～11：00

無料  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）。  1 月19日 　13：15～15：30

無料  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。

12月 8 日
 1 月12日

①10：00～10：40
②11：00～11：40

無料  要予約 　生活習慣病予防相談
検査を伴わない健康相談。

12月15日 　 9：30～11：00無料  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。
無料 　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。
有料  要予約 　骨粗しょう症予防検診
18歳以上が対象。予約受付後に個別通知。  1 月21日 　 9：15～10：55

○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＞ 栄養・食生活

※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。
※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。

　　 がん検診総合相談センター（☎230-4616　FAX 230-4636）＜9～20時＞
へ電話、FAXかホームページで。　※既に定員に達している場合は、ご了承ください。
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。

申込

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

日程 実施場所 定員 予定時間 申込開始日肺がん・結核 胃がん・大腸がん
令和4年1月20日（木） 南保健センター 25  9：00～11：30

受付中令和4年3月 8 日（火） 南保健センター 55 13：30～15：30
令和4年3月17日（木） 南保健センター 25  9：00～11：30

堺市　がん検診

子育て支援課 ☎290-1744 FAX296-2822

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

年の瀬が近づき、寒い日が多くなって
きました。空気が乾燥し、暖房器具や
火気の使用機会も増えることから、火
災発生が増加する恐れがあります。
火の元には十分注意し、新しい年を
迎えましょう。

南消防署では「歳末火災予防運動」と
して、南区の皆様が安全安心に過ご
せるように消防車両で管内の夜間巡
回を実施します。
　 南消防署　

（☎299-0119　FAX298-0119）
問

年末に向けて火災予防のお願い


