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●南部地域整備事務所
［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
［水道・下水道に関すること］

●粗大ごみ受付センター
［家庭からでる粗大ごみの収集申し込み］

●環境業務課指導係
［生活ごみなどの収集］

●泉ヶ丘公園事務所
［公園・緑地に関すること］

●市税事務所
法人諸税課
［軽自動車に関すること］
市民税課

固定資産税課

納税課●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

●区政企画室 ２９０―１８０５ ２９０―１８１４
［区基本計画の推進、教育・就学相談］
●地域福祉課
地域福祉係
介護保険係 ２９０―１８１２

２９０―１８11 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

インスタグラム

Twitterホームページ

YouTube

区役所外
〒590-0141 堺市南区桃山台１丁１番１号

泉北高速鉄道「栂・美木多駅」下車すぐ
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南区役所

北

第2駐車場もご利用ください

☎298-6572　℻291-4390

☎228-7429　℻229-4454

☎291-1800　℻296-9676

☎231-9741　℻251-5631

［個人市・府民税に関すること］
☎231-9752　℻251-5632

［固定資産税に関すること］
☎231-9763　℻251-5633

［市税の納付に関すること］
☎231-9772　℻251-5634

0120-00-8400

☎0570-02-1132
℻252-4132

（携帯電話などからは　☎06-6485-5048）

[庁舎管理・広報広聴・相談・選挙など ]

10

日時 10月27～31日　10～16時45分
場所 泉ヶ丘センタービル（泉ケ丘駅前）　
　　 4階集会室
対象 次のすべての条件を満たす方
１．堺市に住民登録がある
２．申請者本人が必要な書類を持参できる
（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）
３．マイナンバーカードを作成したことがない（再交付の申請は受
付できません）
持ち物 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（お持ちでない場合は写真付きの本人確認書類が必要）
申込 事前予約制　ホームページ（右QRコード）か
　　 電話で
問 堺市マイナンバーカード普及促進センター
　　 （☎072‐600-0181　℻275-5766）

南区長直行便南区長直行便
区政運営の参考にするため、区に関
する提案や意見などを受け付けて
います。

～聴かせてください あなたの声を～

スマホでQRコードを読み取ってみよう!!
スマホ画面のカメラの図形を短くたたく。
※機種などによって図形が異なります。

QRコードが
画面に映るよ
うにレンズを
向けます。

画面に表示される
案内を短くたたく。
※案内の形は機種などに
　よって異なります。

QRコードに
登録されて
いるページな
どが開きます。

南区ホームページ
QRコード

意外
と簡単！

こん
なに便利 !

スマホ教室のお知らせ

土日にも申請できます！
写真撮影無料！
カードは約2カ月後に自宅へ郵送！

申込は1講座のみ。MXモバイリング共催。当日はスマホ貸し出し（ご自身のスマホは利用でき
ません）。12月以降も実施予定。
申込 10月3～12日に氏名、電話番号、希望日を電話かFAXでICTイノベーション推進室へ。
抽選 各回10人
受講が決定した方に10月21日までに電話で案内。収集した個人情報はMXモバイリングに
も共有します。
問 ICTイノベーション推進室(☎228-7264　℻228-7848)

① ② ③ ④

マイナンバーカード出張申請受付日　時 内　容 場　所

10月28日(金)

11月 ２ 日(水)

11月24日(木)

11月25日(金)

11月11日(金)

11月16日(水)

11月30日(水)

13:00～15:15

10:00～12:15

10:00～12:15

13:00～15:15

13:00～15:15

10:00～12:15

10:00～12:15

南図書館ホール

南区役所201・202会議室

光明池サンピアイベントホール

南図書館ホール

南図書館ホール

南区役所201・202会議室

光明池サンピアイベントホール

▼はじめてのスマホ
スマホのボタン操作、画面の見方など
▼カメラを使おう
カメラのきれいな撮り方、便利な撮影
機能、動画撮影、写真の見方

▼はじめてのスマホ
スマホのボタン操作、画面の見方など
▼インターネットを使おう
ネット検索のしかた、音声検索、注意点

これからスマートフォン
（スマホ）を活用していきたい

高齢者などを対象に
スマホ教室を開催します。

マイナンバーカードを
作ると公的な本人確認書類や
健康保険証（対応する医療機関は

順次拡大しています）
として使えるほか、コンビニで
公的な証明書が取得できます。

堺市南区政策会議連携事業

投稿方法など詳しくは右QRコードから。
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▼南図書館おたのしみフェア 堺市南区政策会議連携事業  （全て無料）

▼南図書館
【10月22～29日】
「南図書館おたのしみフェア  ロビー展示」　場所 南図書館2階ロビー
【10月29日（土）】

▽講座「遺伝子のヒミツ  ～体験！植物からDNAをとってみよう！～」遺伝子や
DNAについて学びます。講師は大阪公立大学大学院農学研究科教授・横井修
司さん。　時間 13～15時　対象 小学5・6年生とその保護者　

　申込 10月5日10時から直接か電話で南図書館へ　先着 20組

▽「ぴよぴよおはなしかい」　 時間 10時30分～11時　「にんぎょうげき」　
時間 11時5～25分　　申込 10月6日10時から直接か電話で南図書館へ

▽「さかい子ども司書　えほんをたのしむおはなし会」「えほんをたのしむおはな
し会」「わくわく工作」「おはなし大会」　当日受付　

※各イベントの時間、定員は図書館ホームページ参照

▼栂分館【10月30日（日）】
ぴよぴよおたのしみかい　時間 10時30分～11時30分　
申込 10月19日10時から直接か電話で栂分館へ　先着 18人

▼美木多分館【10月29日（土）】
マジック・ショー　時間 ①10時30～50分 ②10時55分～11時15分　
申込 10月18日10時から直接か電話で美木多分館へ　先着 各回18人

▼泉北読書会
今月は『ビタミンF』（重松清／著）です。　日時  10月14日（金）10～12時　
場所 南図書館3階集会室　初めて参加される方は事前に同館へ。

南図書館 栂分館 美木多分館

おはなし会 先着 9組
直接会場へ

10月15・22日
15～15時30分

10月8日（土）
11～11時30分

10月15日（土）
15時30分～16時

ぴよぴよ
おはなしかい

先着 9組 10月19日（水）
10時30分～11時

10月13日（木）
10時30分～11時

10月6日（木）
10時30分～11時

要申込 10月5日（水）10時
から直接か電話で

10月6日（木）10時
から直接か電話で 受付中

えほんを
たのしむ

おはなし会

先着 9組
直接会場へ

10月1・8日
15～15時30分

ブックフェア、その他の
館の催しはこちら　➡

法律相談 　　　  　　　　　　25分以内

場所  区役所企画総務課（南区役所は総務課）
時間  13：00～16：00（美原区は15：00まで）
予約  9：00から先着各6人（美原区は4人）
※祝休日は直前の執務日〈相談は区ごとに年度内1回限り〉

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

※中止・延期など変更の場合があります。

他区も含めた
日程はこちら

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　℻290-1814

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　℻296-2822
※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　℻290-1814

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）

10/18　14：00～16：00　 場所  南区役所総務課
問 市政情報課　☎228-7475　℻228-7444

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

10/11　14：00～16：00　 場所  南区役所総務課
問 人権企画調整課　☎228-7159　℻228-8070

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

11/17　10：00～12：00　予約は11/11　9：00から先着4人
南区役所総務課　☎290-1800　℻290-1814

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）

10/14・28　12：45～15：45　 場所  南区役所総務課
申込  雇用推進課　☎228-7404　℻228-8816

交通事故相談 月・火・木・金　10：00～17：00
堺区役所企画総務課　☎228-7403　℻228-7844

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　℻244-3771

登記・測量相談 要予約 10/12　13：00～16：00　先着６人
堺区役所企画総務課　☎228-7403　℻228-7844

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　℻222-0202

泉北ニュータウン 秋の催し 泉北ニューデザイン推進室
☎228-7530　℻228-6824

▼OHASU FUNフェスタ Vol.3
内容 体験プログラム、読み聞かせ、物販や子ども向けワー
クショップなど。詳しくはホームページ(QRコード)参照。
日時  10月29日（土）11～16時（雨天時は10月30日（日）に
順延）　場所 大蓮公園（堺市南区若松台2丁5）
問 OHASU FUN（*ohasufun2021＠gmail.com）

▼ハッピーハロウィンinいずみがおか（スタンプラリー）
日時  10月29日（土）10時30分～16時（ラリーカードの配布は15時30分まで）　
場所 交流広場（ビッグバン） 雨天時の開催場所はQRコード参照　先着 700人
問 泉ヶ丘ライブタウン会議 事務局（南海電気鉄道 泉北事業部　
☎295-7121　月～金曜日10～17時）

▼南河内ハロウィンロックフェスティバル
日時  10月30日（日）10時30分～16時　場所 交流広場（ビッグバン） 
問 泉ヶ丘ライブタウン会議 事務局　

▼就職力アップセミナー　応募書類「志望動機の考え方」
日時  10月21日(金)10～12時　場所 南区役所202会議室
対象 就職・転職を希望する15～39歳の方と全年齢の女性　先着 12人
申込 10月4日からさかいJJOBステーション（ 0120-245108）へ。未就学児の
託児希望は10月19日まで。

▼南サテライトフェア ～自分にあった“しごと”さがそ～
これからの仕事探しの方向性を考えるためのセミナーと相談会を実施します。
日時  11月11日（金）10～16時　　場所 南区役所201・202会議室　
■セミナー（予約制）
①10～12時「色の効果とワタシの働き方」　②12時45分～13時30分「ハロー
ワークプラザ泉北が教える！求人を探そうセミナー」　③14～15時「さかいのシ
ゴト」
■ワンポイントカラー診断（13～16時）
■ハローワーク堺in南区役所（12～16時）
■就職相談（11～16時）
①お仕事なんでも相談　　②求人企業情報のパネル展示と相談
対象 就職や転職を希望する15～39歳の方と全年齢の女性
申込 10月11日からさかいJJOBステーションへ。未就学児の託児希望は11月9
日まで。

JOBステーション南サテライト

南図書館だより
休館  10月３・17・24・31日 図書館Twitter（@sakai_lib）

南図書館（☎294-0123  ℻298-0597) 
栂分館(☎296-0025  ℻296-0034) 
美木多分館(☎296-2111  ℻296-2151)

▼文化講座「いつもと違う手作りみそ（お雑煮みそ）」受講生募集
日時  11月18日（金）10時から　定員 18人　 ¥  受講料　
申込 受付中。10月20日（必着）講座内容や申込方法など詳しくは、同館へ

▼人形劇「とどろヶ淵のメッケ」
日時  来年1月21日（土）14時開演。　場所 同館ホール　10月22日チケット発
売開始。全席指定席。　
¥  前売・当日共　大人2,000円　子ども（3歳～中学生）1,000円　２歳以下膝

上鑑賞無料。チケット販売場所など、詳しくは同館へ

▼市民参加型「栂文朗読発表会」
日時  10月23日（日）14時開演　場所 同館第1講座室　直接会場へ　 ¥  無料

栂文化会館 南区桃山台2丁1-2
☎296-0015　（月曜休館）　
℻291-7083

栂文化会館

10月2日（日）10時から、櫻井神社（南区片蔵645）で奉納。荒天中止。
「上神谷のこおどり」とは
五穀豊穣を祈る神事舞踊として南区鉢ヶ峯寺地区
に伝わる市内で最も古い民俗芸能で、国選択・府の
無形民俗文化財に指定されています。当日は「氏子
入り」「お神楽」「地車の宮入り」の行事も行います。
問 櫻井神社（☎297-0043）

上神谷のこおどり

地域の見守り活動・まちの清掃は誰がやってくれているかご存じですか？
詳しくはQRコードから！知ることからはじめよう！ 自治会の活動



令和4（２０２２）年1０月1日次のページから広報さかいです3

＊開室時間、通常の利用予約やイベント・講座の詳細や予約について
は、「みみちゃんルーム」のホームページ（QRコード）から。

▼あかちゃんタイム
日時  10月18日(火)午後の部　
対象 おおむね10カ月までの赤ちゃんとその保護者　
申込 10月17日0時から　先着 4組

▼子育て講座「キッズパルといっしょにわらべ歌や絵本を楽しもう」
日時  10月20日(木)午前・午後の部　内容 手遊びや絵本の読み聞かせ　
申込 10月19日０時から　先着 各4組

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 ▼8020（ハチマルニイマル）健口講座～歯っ健！口からはじまる健康の秘訣～
内容 歯科医師による歯と口の話や歯科検診、言語聴覚士による口の渇き・飲み
込みの話など　日時  10月21・24・28日13時30分～15時30分の3回コース　
場所 南保健センター　対象 全回参加できる方　先着 15人　
申込 10月3～19日に電話かFAXで住所・氏名・電話番号・生年月日を南保健セ
ンターへ

▼南区健康づくり自主活動グループ
南区にはウォーキングや太極拳、ディスコン、体
操、歌、学習など健康づくりに取り組むグループが
多くあります。仲間とともに継続して取り組むこと
で、生活習慣病・介護予防になり、健康寿命を延
ばすことにもつながります。ご興味のある方は南
保健センターへ。

▼みなみ健活キャラバン　堺市南区政策会議連携事業
南区健康長寿推進プロジェクトとして、ヘルスケア（健活）について広く知ってい
ただくイベントです。光明池駅前高架下広場で光明池まつりも同時開催。直接会
場へ。
内容 健康チェックコーナー（18歳以上）、健康アプリの紹介、パネル展など
日時  10月29日（土）11～15時　場所 サンピア光明池3階イベントホール

教
室
・
相
談
な
ど
の
日
程

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。

10月11日 14：30～16：30
10月25日

14：00～16：00
10月28日

無料  要予約   成人の歯科相談� オンライン申込可
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。

10月14日 13：30～15：30 

無料  要予約   子どもの歯相談室� オンライン申込可
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）。

10月3日 9：30～11：00

10月26日 13：30～15：00

無料  要予約   赤ちゃんといっしょ� オンライン申込可
生後4カ月未満の子どもと保護者が対象。　 10月21日 10：00～11：00

無料  要予約   妊婦教室� オンライン申込可
妊婦とその家族が対象(子どもの同伴不可）。
①妊娠・出産・歯科編　②育児・食事編

11月コース
①11月9日

②11月30日
13：15～14：45

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。

10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。

10月19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・クラミジアのセット検査）
診断書の発行不可。対象者には条件があり。

○ 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（１歳未満の子どもが対象）生後５カ月児に個別通知。
○ 転入転出の場合は南保健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＞

子育て支援課 ☎290-1744 FAX296-2822

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

堺市南保健センター　オンライン申し込み対応事業一覧 検索
オンライン申込はこちら↑

上記 オンライン申込可  マークはオンライン申込にも対応しています。

日時 イベント（予約制・先着順）

10月25日
（火）

10：00～10：30 堺コッカラ体操 体を動かして脳トレしよう！

11：00～12：00 教えてロボホン お話しできるロボット、ロボホンが
認知症についてお話します。

13：30～14：30 軽度認知障害
について

認知症の初期症状について講演を
します。

10月28日
（金） 13：00～15：00 認知症サポーター

養成講座
認知症の理解を深め、認知症サポー
ターになりませんか。

※表記以外にもロボホンが会場にいる時間があります。詳しくはお問い合わせください。

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。

南保健センターだより 南区役所4階　
☎293-1222　FAX296-2822

健康づくり自主活動
グループの情報は

こちら➡

来年、小学校に入学する子どもの健康診断を下表のとおり行います。10月下旬ま
でに郵送で通知しますので、指定日に指定された小学校で受診して
ください。通知が届かないときは、校区の小学校へ連絡してください。
問 学校保健体育課（☎340-0316　FAX228-7421）

学 校 名 電話番号 日程 泉北高倉 293-3800 11月17日（木）
はるみ 290-1112 10月26日（水） 茶山台 291-1104 11月17日（木）
御池台 298-7500 11月 1日（火） 庭代台 298-3033 11月17日（木）
赤坂台 298-3030 11月 9日（水） 原山ひかり 293-5028 11月17日（木）
上神谷 297-0028 11月 9日（水） 美木多 297-0821 11月17日（木）
竹城台 297-0777 11月10日（木） 三原台 291-0394 11月17日（木）
桃山台 299-0038 11月10日（木） 若松台 292-0001 11月18日（金）

新檜尾台 298-7300 11月15日（火） 宮山台 297-0515 11月21日（月）
竹城台東 235-0070 11月16日（水） 城山台 299-6571 11月24日（木）
福泉中央 298-3045 11月16日（水） 槇塚台 291-6000 11月24日（木）

小学校就学前の健康診断

地域包括支援センター
「南区高齢者すこやかフェア」を開催

場所 南区役所2階　申込 10月3日から電話かFAXで住所、氏名、電話番号、年齢
を記入し南基幹型包括支援センター（☎290-1866　FAX290-1886）へ。また、10
月24～28日にパネル展示・グループホームの作品展（申込不要）を行います。　
地域包括支援センターは高齢者の総合相談窓口です。気になることがあれば下
表の窓口へご相談ください。

健康・生きがい・友達づくり！の場として生涯学習講座の無料体験
見学会を下表のとおり実施します。

①ストレッチヨガ 10/7・14・21 9:30～10:30

ファインプラザ大阪
（南区城山台5丁1-2）

②いきいきヨガ 10/7・14・21 10:45～11:45

③英会話 10/6・20  10:00～11:00

④書道 10/13・20 10:00～11:00

⑤絵手紙 10/6・27 10:00～11:00

⑥脳トレステップ体操 10/13・20・27 11:30～12:30 サンピア3階スタジオ

申込 電話かFAXで日本生涯学習普及協会　泉北ゆうゆうサークル係（☎050-
3803-2836（月～金曜日9～18時）　FAX227-3519）へ。

泉北ゆうゆうサークル無料体験見学会～秋の受講生募集～

校区 名称 日時 場所

原山台 原山まつり 10月15日（土）13:00～18:00　 原山ひかり小学校

庭代台 ふるさと庭代台の
秋祭り 10月2日（日）18：30～20：40 近隣センター商店街

駐車場・自治会館前広場

※広報掲載希望校区のみ掲載しております。
※新型コロナウイルス感染拡大により中止となる場合があります。
　南区ホームページ（ＱＲコード）などで開催の有無をご確認下さい。

令和４年度校区まつりの情報（10月実施校区）

南区選出市議会議員と南区政策会議の各部会長等との
意見交換会

問 南区自治連合協議会事務局
（南区役所自治推進課内　☎290-1803　FAX290-1814）

日時  10月31日（月）15時から　場所 ビッグ・アイ（泉ケ丘駅前）大研修室
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
新型コロナウィ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。
問 南区役所区政企画室（☎290-1805　FAX290-1814）




