
中区役所

■中区障害者基幹相談支援センター
【障害のある方への相談や支援、情報提供など】

■中基幹型包括支援センター
【高齢の方の福祉や介護など】

■堺市社会福祉協議会中区事務所
【地域福祉・ボランティア活動など】

■中保健センター
【母と子の健康、健診・検診・健康教室・検査など】

子育て相談

■子育て支援課
【児童・母子・父子・女性に関すること】

介護保険
高齢者福祉、障害者福祉

■地域福祉課

■生活援護課【生活保護など】

■保険年金課
【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
【証明書の発行、住所・戸籍など】

地域美化

■自治推進課
【自治会、防犯・防災、地域活動など】

市民相談  ☎270―8193 / 教育相談  ☎270―8147

■企画総務課 ☎270―8181  ℻270―8101
☎270―8195  ℻270―8103

☎228―7429  ℻229―4454

☎231―9741  ℻251―5631

☎298―6572  ℻291―4390

☎231―9752  ℻251―5632
☎231―9762  ℻251―5633
☎231―9772  ℻251―5634

☎276―0800  ℻276―0802

☎234―6500  ℻234―6501

☎234―2006  ℻234―2013

☎0570―02―1132または☎251―1132  ℻252―4132

☎270―8197  ℻270―8103
☎270―0550  ℻270―8196

☎278―0178  ℻270―8196
☎270―8100  ℻270―8104

☎270―4066  ℻270―4088

☎270―8268  ℻270―8288

☎278―8166  ℻278―4400

☎270―8154  ℻270―8101

☎270―8175  ℻270―8101

☎270―8183  ℻281―0653

☎270―8189  ℻270―8171

■深井駅周辺地域活性化推進室
【深井駅周辺地域活性化に関すること】

☎270―8191  ℻270―8103

【広報・広聴、法律相談、就学援助、選挙など】

納税課（市税の納付に関すること）
固定資産税課（固定資産税に関すること）
市民税課
法人諸税課（軽自動車税に関すること）

■市税事務所(三国ヶ丘庁舎内）

中第3地域包括支援センター

中第2地域包括支援センター

中第1地域包括支援センター

（東百舌鳥・宮園・東深井・土師の小学校区）

（八田荘・八田荘西・深井・深井西の小学校区）

■南部地域整備事務所【道路の維持・補修など】

■上下水道局お客さまセンター【上下水道一般】

■環境業務課 指導係【生活ごみ・資源ごみの収集など】

粗大ごみ受付センター【家庭で出る粗大ごみの収集申し込み】■

■地域包括支援センター(高齢者相談窓口）

中区役所外

〒599 ―8236　中区深井沢町2470―7
(泉北高速鉄道｢深井駅｣南東300ｍ）

（個人市•府民税に関すること）

0120―00―8400（携帯電話などからは06―6485―5048）

（久世・東陶器・西陶器・福田・深阪の小学校区）

☎270―8190  ℻270―8101

中区長ツイッター中区ホームページ 地域SNSピアッザ

読書の
秋!

中区の図書館だよりは中区版2面へ➡

「本
との
出会い

」お手伝いし
ます

子ども向けのイベントは毎週開催して
います。

公民館の中にあり、身近な図
書館として親しまれています。
雑誌や新聞をめくりながらソ
ファで過ごせます。じゅうたん
コーナーでは、親子でゆっくり
絵本を楽しめます！

職員が調べもののお手伝いをします！

地域の知の拠点として、何か調
べたり、読書を楽しんだり、

イベントに参加したり、さまざま
な使い方ができる図書館。

どうぞお気軽にお越しください
。

東百舌鳥分館

中中図図書書館館

中図書館(☎270-8140  ℻270-8149)・東百舌鳥分館 (☎234-9600  ℻235-8010)

「教育情報コーナー」は教育に携わる方だけでなく、子育て中
の方や、進学を考える学生の方にも役に立つ書籍がたくさん！
子育て世代に便利な「子育て支援情報コーナー」もあります。

落語・朗読のCDや、英会話や認知症
予防などのDVDを借りることができ
ます。大活字本を集めたコーナーや、
新聞・雑誌、地域のイベント・講座のお
知らせチラシなどもあります。

テーマに合わせ、おすすめの本
を集めたブックフェアを開催し
ています。何を読むか迷ったと
き、手に取ってみませんか。

図書館にはたくさんの資料があります

▶一般向け

を開催
毎月!

ブック

　フェア

同じソフィア・堺にある
プラネタリウムと連携
したブックフェア

10月テーマ「ブラックホール」では
こんな本を展示しました！

11月のテーマは
「月食」です

11月のテーマは
「月食」です

中図書館 司書

『ブラックホールと
宇宙の謎』
荒舩良孝／構成・文
岩崎書店

水賀池公園整備基本計画（案）
水賀池公園整備基本計画（案）について、皆さんからのご意見を募集します。
ご意見は、直接か郵送、FAX、電子メールで11月25日までに中区役所深井駅周辺地域活性化推進室
（メールアドレス fukakatsu@city.sakai.lg.jp　住所は下記参照）へ。

ご意見を募集

計画案は、区　 (ＱＲコード)でご覧になれます。次の場所にも配架しています。
◆市役所市政情報センター　◆区役所市政情報コーナー　◆深井駅周辺地域活性化推進室
◆図書館　◆ソフィア・堺　◆八田荘公民館・東百舌鳥公民館　◆原池公園体育館

きれいな
芝生で
寝そべり
たいな

運動施設で体を
動かしたいな

地域のイベントが
開催されると
いいね

オシャレな
カフェで　

くつろぎたいね
深井駅周辺地域活性化推進室(☎270-8190　℻270-8101)深井駅周辺地域活性化推進室(☎270-8190　℻270-8101)
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人口

世帯

面積

119,430人（46減）

50,779世帯（16増）

17.88㎢

令和4年（2022年）
第253号

編集・発行／中区役所企画総務課
※掲載情報は10月27日時点です。



＝電話相談可 ＝他区でも相談可
中区の相談 無料　12：00～12：45と祝休日は休み

市民相談･人権相談
（日常生活での問題や人権の問題など）

交通事故相談

月～金　9：00～17：00
中区役所企画総務課　

月～金　9：00～17：00
中区役所企画総務課　専用☎270-8147　℻270-8101　

月・火・木・金　10：00～17：00

専用☎270-8193　℻270-8101

☎228-7403　℻228-7844堺区役所企画総務課

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
（求人情報の提供、就職活動のサポートなど）

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）

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）

子育て相談 ※3
（子どもとの関わり、健康・成長・発達など）

南区
月・水
直前の金

北区
木・月
直前の水

美原区
木

直前の月

東区
水・金
直前の火

西区
金・火
直前の木

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

すてっぷ･堺　
社会福祉協議会中区事務所（中区役所内）

ジョブシップさかい

雇用推進課

☎

☎

☎

☎

☎

☎

☎

☎

☎

他区も含めた
日程はこちら

11/9　12：45～15：45 中区役所企画総務課
☎228-7404　℻228-8816

☎225‐5659　℻222‐0202

水　10：00～12：00

木　9：30～17：00

中区役所企画総務課
　　0120-010908　℻244-3771

月～金　9：00～17：30
中区役所子育て支援課　☎270-0550　℻270-8196
※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。
※3 子育て相談　☎278-0178

問

問

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

人権擁護委員による人権相談

行政書士による相談

登記・測量相談

☎228-7159　℻228-8070

☎270-8181　℻270-8101

☎228-7403　℻228-7844

人権企画調整課
11/25　14：00～16：00

12/16　10：00～12：00　予約は12/12　9：00から先着4人

11/9　13：00～16：00　先着 6人
堺区役所企画総務課

中区役所企画総務課

☎
中区役所企画総務課

問

行政相談
（国の行政全般についての苦情、要望など）

11/4　14：00～16：00
☎228-7475　℻228-7444

☎ 中区役所企画総務課　
市政情報課問

法律相談 　25分以内

 区役所企画総務課(南区役所は総務課)
　　  13：00～16：00（美原区は15：00まで）
 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〉

場所
時間
予約

※中止・延期など変更の場合があります。

■開館時間(中図書館）
■開館時間(東百舌鳥分館）
■休館日(中図書館･東百舌鳥分館）

火～金曜日:10～20時､土･日曜日､祝休日:10～18時
火～日曜日､祝休日:10～17時

11月7・14・21・28日、12月5・6日

中百舌鳥公園団地内　中央広場 
辻之・かやのき公園前 
深阪・八石公園 
八田荘老人ホーム前 
福田地域会館内 
ガーデンハウス鈴の宮第一住宅 
東陶器公園 
サンヴァリエ津久野集会所前 

11月10・24日(木)
11月5・19日、12月3日(土)
11月5・19日、12月3日(土)
11月8・22日(火)
11月9･23日(水)
11月3・17日、12月1日(木)
11月3・17日、12月1日(木)
11月4・18日、12月2日(金)

10:00～11:30
13:30～14:10
14:30～15:30
10:20～11:00
14:40～15:40
13:30～14:30
15:00～15:50
10:00～11:00

中図書館(中区深井清水町1426ソフィア･堺内  ☎270-8140  ℻270-8149）
東百舌鳥分館(中区土塔町2363-23　☎234-9600  ℻235-8010）

中区の図書館だより

▶ぬいぐるみおとまりとしょかんツアー
　　 ぬいぐるみのお預かり　12月4日（日） 
　　 ぬいぐるみのお迎え　12月8～10日 開館時間内 
　　 貸出カードを持っている未就学児 
　　 11月20日から電子申請システムで。先着5人。 
詳しくは図書館　（QRコード）参照。 
▶中区の図書館の催し、おはなし会・えほんのじかんなど
最新のイベント情報は、同館　（QRコード）参照。
▶移動図書館予定表
　 中央図書館総務課（☎244-3811　℻244-3321）

申込

日時

対象

区に関する提案や意見などの投稿を、区政運営の参考にするため、
区　（QRコード）で受け付けています。
　中区役所企画総務課(☎270-8181　℻270-8101)

区に関する提案や意見などの投稿を、区政運営の参考にするため、
区　（QRコード）で受け付けています。
　中区役所企画総務課(☎270-8181　℻270-8101)

中区長直行便 ～お待ちしています
あなたの提案～

地域包括
支援センターだより

中基幹型包括支援センター
(中区役所1階)
☎270-8268　℻270-8288

▶出張まちなか保健室を開催します！
「出張まちなか保健室」とは・・・
介護や医療に携わる看護師・保健師が、皆さんの健康や介護などの相談
に応じます。
今回は、薬剤師や栄養士への相談、血圧測定も
できます。ぜひ気軽にお越しください。
　　11月29日（火）10～15時
　　ウエルシア堺深井清水町店(中区深井清水町3283)

　　12月8～12日 10～16時45分
　　アンディ・イズミヤ泉北店(中区小阪270) 地下1階ハートフル広場
申込方法や持ち物などは、マイナンバーカード普及促進セン
ター　(QRコード)か電話で同センター(☎072-600-0181　
℻275-5766)へ。

日時
場所

マイナンバーカード出張申請受付を実施

土・日曜日も
受付！

写真撮影が
無料！

カードは
ご自宅に郵送！

昼馬和代さんは、堺を代表する陶芸家として、中区に工房を構え、作品の
制作・展示・販売、陶芸の体験教室の開催などをされています。

陶芸を始めたきっかけや、堺のやきもの
ブランド「堺焼」への想いなどは、区　
(QRコード)でご覧になれます。

中区なひと図鑑中区なひと図鑑
Vol.3 「堺焼」を伝承する陶芸家 昼馬和代さん

堺ならではの陶芸の魅力を
伝えていきたいです

インタビューの
詳細はこちら

指定難病患者・小児慢性特定疾病児童など
のための就労相談

宮園校区文化祭＆食フェス
～人のつながりを「食と笑顔」でつむぎたい～

難病患者で働きたい方や働き続けることに不安を感じている方を対象に、
難病相談支援員が相談に応じます(仕事のあっせんは行いません)。
　　12月12日(月)10時30分～16時(1人90分以内)
　　中保健センター　　　電話かFAXで氏名、電話・FAX番号を難病患
者支援センター（☎275-5056　℻275-5038）へ

申込場所
日時

中区内の子ども食堂ネットワークやさまざまな企業・団体の協力を得て、3
年ぶりに開催します。バンド演奏や新鮮野菜朝市、堺シュライクスによる野
球教室、マグロ解体ショーなど、子どもから大人まで楽しめます。
　　11月6日(日)10～15時　　　中区宮園団地内グラウンド(宮園小学
校北西側)駐車場はありません。
徒歩か自転車でお越しください。
　宮園校区まちづくり協議会
(☎・℻278-5629)か中区役所
企画総務課(☎270-8181
℻270-8101)

大阪公立大学白鷺祭
メインテーマ：お菓子な世界

ステージや模擬店、フリーマーケット、野外ライブ、研究公開、スタンプラ
リー、後夜祭など、子どもから大人まで楽しめます。
内容・時間帯など詳細は白鷺祭実行委員会   （QRコード）参照。
　　 11月4～6日
　　 同大学中百舌鳥キャンパス(中区学園町1-1)
　 同委員会(☎・℻254-9987)か中区役所企画総務課
(☎270-8181　℻270-8101)

場所日時

日程
場所

問

問

日時
場所

要予約

ウエルシア
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中保健センター(中区役所3・4階）
☎270-8100　℻270-8104中保健センターつうしん中保健センターつうしん

検診や教室、講座はいずれも中区役所で開催します。内容・時間帯など詳細は中保健センター　をご参照いただくか、お問い合わせください。HP

HP

▶ひらめき脳トレプラス教室
脳活性化につながるゲームなどを行う認知症予防の教室です。
　　 12月７日から毎週水曜の全12回(来年1月4日を除く)
　　 65歳以上で要支援・要介護認定を受けていない、運動できる方

▶ウオーキング講座
ウオーキングを始めたいとお考え
の方向けの講座です。
　　 11月30日（水）
14～15時

▶食育体験教室
旬の野菜たっぷりの調理実演と
栄養士によるお話があります。調
理実習や試食はありません。
　　 12月7日（水）10～11時30分

日時
日時

▶減らしおキッチン～減塩メニュー提供店～
減塩メニューを提供している飲食店・弁当店を募集・紹介しています。
中区では現在6店舗が塩分控えめなメニューを提供して
います。詳しくは市　(QRコード)へ。

要申込(抽選)

日時
対象

◆1歳6カ月児・4カ月児・3歳児(3歳6カ月児)健診、BCG予防接種…個別に通知します
　4カ月児健診に絵本をお渡ししています(ブックスタート事業)

カミカミ・パクパク
離乳食講習会

食生活相談/
生活習慣病予防相談

エイズ相談
HIV・梅毒・クラミジア
のセット検査
B型・C型肝炎検査
風しん抗体検査

baby∞star

骨粗しょう症検診

精神保健福祉相談

成人の歯科相談

子どもの歯相談室

11月18日

11月21日
離乳食講習会 11月16日

11月21日

11月4・15日

11月8･22日

11月10･21･
25･28日

11月21日

11月28日

ツインエンジェルス 12月5日

9～11カ月児の保護者

要
予
約

予
約
不
要

対象

18歳以上（　 640円/免除規定有）対象
多胎児の保護者・
多胎児を妊娠中の方

対象

5・6カ月児の保護者対象
21歳までに出産した方

１歳６カ月～３歳11カ月児は
フッ素塗布あり（１回限り）

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 
 

対象者の条件あり 
 
 

歯科検診と相談。妊婦・親子も受診可

保健師・管理栄養士による相談 
 

対象

要申込 要申込

▶11月8日は「いい歯の日」です。～歯周病とタバコについて～
喫煙すると歯周病にかかりやすくなるので、禁煙を心がけ、
歯科検診と毎日の歯磨きにより歯周病を予防しましょう。
成人の歯科相談もできます。
予約は電子申請システム(QRコード)から。

自然食レストラン
ナチュラルガーデン
鯖の塩焼き弁当

みずなす工房
減らしお
キッチンメニュー

和食　心根（こころね）
心とからだにやさしい
一汁五菜ランチの汁物

和心イタリアン
Hitotsu（ヒトツ）
ランチのオニオン
スープ

Cafe un Reve
（カフェアンレーヴ） 
ローストビーフ丼
（スープ付き）

HP CafeFriends
（カフェフレンズ）
ロコモコ丼

￥

代表 太田さん（中央左）と
スタッフのみなさん

子育て支援団体
こころ育みネット

「東深井つどいば食堂『ふらっと』」
（東深井小学校区）

有限会社
輝ケアーセンター39
「さんきゅう食堂」
（深井小学校区）

地域で子ども食堂を行う意味は？

今後の想いは？

私はこの活動を「このまち・わがまち・おたがい
さまプロジェクト」と名付けています。この活動
に賛同し「一緒に何かしたい」と考えている方や
企業に、それぞれの「得意なこと」で参加しても
らうことで、地域の助けになればと思います。

毎月、第4金曜日（祝日以外）に夕食を提供し続け
ることで、多くの方に知っていただき、地域の誰が
来ても良い居場所となって、本当に必要な方にこ
の「さんきゅう食堂」の取組が届けばいいなと思っ
ています。

きっかけは？
子どもたちから声をかけられるまちづくりをすることで、
私たちもまた、歳を取った時に若い世代から声をかけて
もらえるまちになるのではないかと思っています。「さま
ざまな世代が一つになれるような場所を地域の中で作
れたらいいな」と感じたことがこの活動のきっかけです。

中区役所子育て支援課（☎270-0550　℻270-8196）か社会福祉協議会 中区事務所（☎270-4066　℻270-4088）

代表 山下さん（左）と
地域のみなさん

運営していて感じることは？
気軽なコミュニケーションの場が必要と感じ、地域の方
から元柔道場を借りて、週に１回は小学生の遊び場や
中学生を中心とした勉強の場を提供したり、食材の配
布をしたりしています。このようなさまざまな取組を継
続するための仕組み作りが必要だと強く感じています。

中区で「子ども食堂」を運営している皆
さんから、始めたきっかけや今後の想
いなどを伺い、9～11月号の連載で合
計６カ所の子ども食堂を紹介しました。
インタビュー内容について、詳しくは区
　 （QRコード）参照。HP

あな
たの近くの

子ども
食堂
（最終回）

子育て支援課（中区役所3階）
☎278-0178　℻270-8196子育て情報

▶なかよしほっとルーム「育休ママの会」
子育てのこと、復帰に向けて準備していることなどを話
しませんか？講師は、さかい・つくしこども園主幹保育
教諭・子育てハッピーアドバイザーの鳴坂亜佑美さん。
　　11月28日（月）10～11時30分
　　育児休業中の保護者とその子ども
　　11月14日10時～24日。先着8組。

いずれも中区役所で。申込方法は、電話かFAXで住所、氏名、電話番号を中区役所子育て支援課へ。
区　(QRコード)から電子申請システムでも可。感染症の拡大状況によりオンライン開催に変更か中止することがあります。

申込

日時
対象

▶子育て講座「みんなで子育て～子育ては誰がするの？～」
子育ての環境はさまざまです。一人で抱え込まず、皆で協力できる子育
て方法を見つけましょう。講師は巽真理子さん。
　　11月29日（火）10～11時、11時30分～12時30分
　　未就学児とその保護者、妊婦
　　11月22日から。先着各5組。申込

日時
対象

HP

HP

△

 イベントの詳細は、各記事でご案内する　 （ホームページ）か　（問合せ先）でご確認ください。△

 　     や　　　  　　　 がないものは直接会場へ。　

△

  　がないものは無料。　

△

 全てのイベントへは感染対策を徹底してお越しください。
問

要申込 要予約申込 ￥
HP

3 令和4年（2022年）11月1日


