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０年）７月１日

西区ふれあいまつり中止
１１月１４日
（土）
に予定していた第２４
回西区ふれあいまつりは、新型コロ
ナウイルス感染拡大防止のため、来
場者や関係者の健康・安全面を考慮
し、中止します。
西区ふれあいまつりを楽しみにさ

府道堺阪南線の自転車レーンを整備

れていた皆さんには残念な結果とな
りましたが、ご理解くださいますよ
うお願いします。
#西区ふれあいまつり実行委員会事
務局（西区役所自治推進課内 !２７５
―１９０２ !２７５―１９１５）

子育て支援課だより

堺阪南線（石津北交差点から浜
寺公園南交差点地先まで【右図】）
で、車道の左端に青色の矢羽根を
設置し、自転車が車道を安全に通
行できるように自転車レーンを整
備しました【写真】。

1343-5020
FAX343-5025

区役所子育てひろば
ほほえみルーム 再開
西区役所１階正面玄関横

!自転車レーン上に自動車が停ま
っていたら、後方から来る自動車
に注意して通行してください。
!自転車乗車中はヘルメットを着
用しましょう。

自転車レーンでは次のルールを
守り、正しく利用しましょう。

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。
新型コロナウイルス感染拡大防止
のため休館となっていましたが、利
用定員を設け、事前予約をされた方
を対象に利用を再開しています。

開設日時は月〜金曜日（祝休日を
除く）、午前１０時３０分〜正午、午後
１時３０分〜３時３０分。予約は利用希
望日２日前から先着順で受け付け。
予約方法などは、市ホームページや
子育て応援アプリをご覧ください。

ハンカチで遊ぼう
大人が笑って一緒に遊ぶと、子ども
にとって楽しい時間になります。
家にあるハンカチで楽しく遊べる
「ハンカチあそび」を紹介します。

自転車利用の方へ
!自転車レーンを通行する場合
は、車と同じ方向で左端を一列で
通行してください。逆走や並走は
禁止です。
!交差点では、車両用信号に従っ
て通行してください。右折する際
は原動機付自転車と同様に２段階
右折です。

車を運転する方へ
!今回整備した道路は駐車禁止区
間です。自転車レーンに車を駐車
しないでください。
#自転車環境整備課（!２２８―０２９４
!２２８―０２２０）

ウェスティ 文化講座
西区鳳東町６丁６００ !２７５―０１２０
"月曜日休館# !２７５―０１３０

①大きいハンカチや布を用意する。
②音楽や歌に合わせてハンカチをゆらして遊ぶ。
③ハンカチで顔を隠して、いないいないばあをする。
④上に投げてゆっくり落ちてくるハンカチをキャッチする。
⑤おもちゃをハンカチで包んで
「中に何が入っているかな？」
ゲームをする。

氏名、生年月日、電話番号、希望す
る講座名をウェスティへ。
先着３０人。
"文化講座参加者募集
８月から開催するピラティス【写
真】やヨガ、ハワイアンフラ、ウク
レレ、ダンス＆ヴォーカル、リコー
ダーアンサンブル、コーラス、パッ
チワークなどの講座の参加者を募集
します。
日時や費用は講座によって異なり
ますので、ウェスティにお問い合わ
せください。

次の催しの参加者を募集します。
詳細はウェスティホームページ参照。
"キッズストリングスメンバー募集
大阪交響楽団と一緒に演奏しよう

※ハンカチは子どもの口に入らないように注意してくださいね。

防災・防火お役立ちコラム

堺市消防局
キャラクター
「タッシー」

西消防署 !２７４―０１１９ !２７１―１１２２

ようにしましょう。
また、重大な災害が発生する恐れ
がある場合は、避難情報が発令され
ますので、直ちに身の安全を守る行
動をとってください。あらかじめ、
家族や近所で避難場所や避難ルート
を決めておくと安心です。

６〜１０月は
「出水期」と呼ばれ、急
な大雨や台風による集中豪雨や、河
川の氾濫、崖崩れなどの土砂災害が
起こりやすくなります。気象情報を
テレビなどからこまめに収集し、大
雨や台風の際はむやみに外出せず、
増水した河川や水路には近づかない

大阪交響楽団と一緒に演奏会【写
真】に出演するメンバーを募集しま
す。練習は、８〜１０月の月２回。コ
ンサートは、１０月１１日
（日）
。小学生
以上の弦楽器経験者で、コンサート
に出演できる方が対象。費用５，
０００
円
（１カ月）。
"直接か電子メール、FAX で、住所、

司法書士による休日・夜間無料法律相談会
相続、遺言、不動産、成年後見な
どの手続きについて相談できます。
電話相談はできません。
７月４日、午後１〜４時、７月１５
日、午後６〜９時、８月１日、午後
１〜４時、司法書士総合相談センタ
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ー堺（堺東駅前）で。要予約。予約は
大阪司法書士会堺支部（!０８０―４２３３―
４０４０
!土・日曜日、祝休日を除く、
午前１０時〜午後４時"）へ。
#同会堺支部か市民人権総務課（!
２２８―７５７９ !２２８―０３７１）
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行政書士による休日無料相談会
遺言、相続、内容証明や各種契約書
の作成、帰化申請、建設・産廃・宅建業
などの営業許可申請、会社設立など
の相談ができます。電話相談はでき
ません。７月１１日
（土）
、午後１時３０
分〜４時（受け付けは午後３時３０分
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まで）、サンスクエア堺（堺市駅前）
研修室２で。無料。直接会場へ。予
約可。予約は、大阪府行政書士会堺
支部
（!２３４―３９９９ !２６１―３５８３）へ。
#同会堺支部か市民人権総務課（!
２２８―７５７９ !２２８―０３７１）
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