
日程  1月9日(祝日)
場所 ウェスティ(西区鳳東町6丁600) 
ホール
対象 平成14年4月2日～15年4月1
日生まれの方
感染症対策のため、3部に分けて開催
を予定しています。自分の出身中学校
か居住地域の中学校区の時間に参加
してください。最新の情報は西区 HP 
(QRコード)でお知らせします。

問 西区二十歳の集い実
行委員会事務局
(西区役所自治推進課内　
☎275-1902　FAX275-1915)

新型コロナウイルスの影響でボラン
ティア活動を中断した方や新しいこ
とを始めたい方、ボランティアについ
て学んでみませんか。ボランティアと
は何か、コロナ禍におけるボランティ
ア活動を紹介します。地域で活躍する
方がボランティア活動の楽しさ、大切
さについて話します。

日時  12月16日(金)13時30分～15時
場所 西区役所地下会議室
申込 12月15日までに電話かFAX、電
子メール、申込フォーム(QRコード)
で社会福祉協議会西区事務所 (☎
275-0255　FAX275-0266　
*nishi@sakai-syakyo.
net)へ。先着順。

障害のある方への理解と地域交流の
ため、西区の日中活動事業所が作っ
たお菓子やパン、弁当、雑貨などの授
産品を販売します。
日時  12月15日(木)11～13時
場所 西区役所1階玄関ホール
問 西区障害者基幹相談支援センター

（☎271-6677　FAX274-7700）

自治会では災害時に備えて、定期的に避難経路確認訓練などを実施しています。
浜寺石津連合町会では地震による津波を想定し、浜寺石津こども園・小学校と
連携した避難訓練を実施しました。災害時に近隣住民同士で助け合えるよう、自
治会活動に参加しませんか。なお、ス
マホなどで申し込みができる自治会
加入フォーム（QRコード）
を公開しています。
問 西区役所自治推進課
(☎275-1902　FAX275-1915)

▼ほほえみルームデビューしよう！
友達ができるか不安な方も安心して
参加できます。
日時  12月15日(木)13時30分～15
時30分
場所 西区役所1階正面玄関横
対象 同ルームの利用が初めての未
就学児とその保護者
申込 12月5～13日
10～17時、電話

（☎271-1949）
で同課へ。抽選。

▼区役所子育てひろば「ほほえみルー
ム」
未就学児とその保護者や妊婦が交流
したり、おもちゃで遊んだりできる場
です。
日時  月～金曜日(祝休日を除く)10
～12時、13時30分～15時30分
場所 西区役所1階正面玄関横
申込 電話(☎271-1949)か電子申
請システム(西区 HP 〈QR
コード〉参照)で。先着順。

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

西区の相談　　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
西区役所企画総務課　☎275-1901　FAX275-1915

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

西区役所子育て支援課　☎343-5020　FAX343-5025
※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　☎271-1949

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
西区役所企画総務課　☎275-1901　FAX275-1915

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）

1/18　14：00～16：00　 場所  西区役所企画総務課
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  西区役所企画総務課
問 人権企画調整課　☎228-7159　FAX228-8070

子育て相談 ※3 
（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

12/21　10：00～12：00　予約は12/15　9：00から先着4人
西区役所企画総務課　☎275-1901　FAX275-1915

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）

12/7・21　12：45～15：45　 場所  西区役所企画総務課
申込  雇用推進課　☎228-7404　FAX228-8816

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　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）

月　14：00～16：00　 場所  西区役所企画総務課
問 ジョブシップさかい　  0120-010908　FAX244-3771

登記・測量相談 要予約 第2水　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）

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

子育て支援課 ☎343-5020　FAX343-5025

地域包括支援センター 西基幹型包括支援センター
☎275-0009　FAX275-0140

西消防署 ☎274-0119　FAX271-1122堺市消防局キャラクター
「タッシー」

令和5（2023）年堺市二十歳の集い(西区)

ボランティアオリエンテーション講座

西区作業所ネットワークバザー

あなたのまちのココにも自治会

▼共助の気持ちを大切に
冬は空気の乾燥や火気の使用機会が
多くなるため、火災が増加する傾向に
あります。平成28年に新潟県糸魚川
市で発生した火災は、強風にあおら
れて約150棟に延焼し、甚大な被害を
もたらしました。大きな被害にも関わ
らず、死者が発生しなかったのは、住

民同士が声を掛け合って逃げたこと
が大きな要因でした。改めて共助(家
族、友達、地域住民や企業などで共に
助けあうこと)の大切さを認識した災
害でした。　　　　　　
今後、発生が予想される南海トラフ地
震などに備え、地域の団結力を高めま
しょう。

▼なるほど認知症講座
加齢による心身の変化や認知症に関
する専門的な知識について学びます。
認知症サポーター養成講座を修了し
た方のフォローアップ講座を兼ねて
います。自身や大切な家族のため、認
知症を学びましょう。
日時  12月13日(火)13時30分～15
時

場所 ウェスティ( 西 区 鳳 東 町 6 丁
600)7階セミナールーム 
対象 西区在住・在勤の方
講師 阪南病院公認心理師・星光子さ
ん
申込 12月2日から直接か電話、FAXで
住所、氏名、年齢、電話番号、オレンジ
リング・サポーターカードの有無を西
基幹型包括支援センターへ。先着順。

新型コロナウイルス感染拡大のため、イベントは変更・中止となる場合があります。開催状況は各問合せ先でご確認ください。

第1部 9時30分から 鳳中学校区
上野芝中学校区

第2部 11時30分から 津久野中学校区
浜寺南中学校区

第3部 13時30分から 浜寺中学校区
福泉中学校区

津波避難訓練

武者小路千家の方による抹茶とお菓子を楽しみませんか。
日時  12月19日(月)14～15時
場所 ウェスティ(西区鳳東町6丁600)1階ホール前
13時30分から整理券配布。先着順。
問 文化課(☎228-7143　FAX228-8174)

堺おもてなし茶会

ウェスティ 西区鳳東町６丁600　☎275-0120　FAX275-0130
休館日　12月5・12・19・26・29日～1月4日

▼クリスマスに贈るウェスティ「第九」コンサート
日時  12月24日(土)14時
(13時30分開場)　
¥   前売券2,500円 

当日券2,800円
申込 ウェスティ HP 参
照。先着順。

令和4（２０２２）年1２月1日 2


