
“美味しく、楽しく、地元とつながる”
　「SAKAI TAKE OUT MAP」は、“テイ
クアウト”をキーワードに、地元でこだわ
りの食を届けたい飲食店と地元で美味
しい食を楽しみたい人をつなげるため
のウェブサイトです。堺区内のテイクア
ウトができるお店を紹介しています。ぜ
ひご利用ください。
　掲載店舗も募集しておりますので、詳
しくはホームページ（右記QRコードか
ら）をご覧ください。

i n t e r v i e w
　　新型コロナウイルスで多大な影響を受けた飲食店

を応援したいという思いで制作しました。当サイトをきっか

けに地元の飲食店の魅力を知っ

てもらえれば嬉しいです。まだまだ不

安な日々が続きますが、美味しい

ご飯を食べて元気に乗り越えて行

きましょう。

堺区区民評議会委員
間宮　菜々子

を知っ

まだ不

味しい

えて行

堺区区民評議会委員を含む堺区内で活動する
有志が集い、制作しました。QRコード
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浅香山中学校１年（応募時） 川口 愛乃

私は、堺の文化や、堺の町が大好きで

す。その堺への思いを込めて、力強く書き

ました。これからも堺への思いを込めて堺

を愛したいです。

～堺区への思い～

ももののののははじじままりり何何ででもも堺堺
２２１１世世紀紀のの町町衆衆文文化化のの創創造造ををめめざざししてて
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�222―4801�222―4800子育て支援課
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堺保健福祉総合センター
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�221―1471
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�228―6934市民課 住民票担当

�228―7844

�228―7624地域安全係
�228―7082自治推進課
�228―7263堺区選挙管理委員会事務局
�228―7403企画総務課

�251―5634�231―9771納税課 （市税の納税）

�251―5633�231―9761固定資産税課（固定資産税）

�251―5632�231―9751市民税課 （個人の市・府民税）

�251―5631�231―9741法人諸税課 （軽自動車税）

市税事務所（北区百舌鳥赤畑町１丁３番地１）

�275―8587�275―8586堺第４地域包括支援センター
担当区域：神石・新湊・大仙・大仙西

�223―1522�223―1500堺第３地域包括支援センター
担当区域：熊野・少林寺・安井・榎

�229―9234�229―9240堺第２地域包括支援センター
担当区域：錦・錦綾・浅香山・三国丘

�222―8083�222―8082堺第１地域包括支援センター
担当区域：三宝・錦西・市・英彰

地域包括支援センター（高齢者総合相談窓口）※堺区役所庁外

�228―7058�228―7052堺基幹型包括支援センター

�224―4400�224―8166堺区障害者基幹相談支援センター

�226―1952�226―2987社会福祉協議会堺区事務所

@sakaeru_sakai

堺区役所 〒５９０―００７８堺区南瓦町３番１号
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■粗大ごみ受付センター�0120―00―8400
（携帯電話などから �06―6485―5048）

■上下水道局お客様センター
�0570―02―1132 �252―4132

■西部地域整備事務所
�223―1600 �223―6767
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堺区　百舌鳥・古市古墳群
世界文化遺産登録記念ロゴマーク

　「堺区防災マップ」には避難場所などの情報を掲
載しています。
　同マップは市役所市政情報センター（堺市役所高層
館3階）で配布しています。また、市ホームページでも
ご覧になれます。

　「堺区防災マップ」には避難場所などの情報を掲
載しています。
　同マップは市役所市政情報センター（堺市役所高層
館3階）で配布しています。また、市ホームページでも
ご覧になれます。

　「堺区防災マップ」には避難場所などの情報を掲
載しています。
　同マップは市役所市政情報センター（堺市役所高層
館3階）で配布しています。また、市ホームページでも
ご覧になれます。

問危機管理室（☎228-7605　FAX222-7339）か
堺区役所企画総務課（☎228-7403　FAX228-7844）

◆防災マップで自宅の災害リスクを再確認しておきましょう
　災害リスクのない場所にいる人は避難所に行く必要がありません。

◆避難先について話し合っておきましょう
　災害リスクのある場合も、避難先は市が指定する避難所に限らず、安全な親
戚や知人の家に避難することなども検討しましょう。

◆避難所へ避難する時は感染を防ぐため、非常持ち出し品にマ
スクや体温計などを準備し、持参しましょう

◆避難所での感染予防を徹底しましょう
　□他の人との間隔を空けましょう(2ｍ程度)
　□こまめに手洗い、うがい、消毒をしましょう
　□体調が悪くなった場合は避難所のスタッフに申し出てください
　□消毒用アルコールや簡易式テントなどを活用しましょう

補助対象が中学生以上に拡充！
　防災士資格の取得にかかる費用の補助対象者が12歳（小学生を除く）
以上39歳以下の者に拡充しました。
　　　　・堺区に在住・在勤・在学している12歳（小学生を除く）
　　　　　以上39歳以下の者
　　　　・防災士取得後「堺区防災サポーター」に登録可能な方
申請を検討されている方は事前に堺区役所自治推進課（☎228-7082　
FAX228-7844）へご相談ください。

自宅で安全を確保しましょう
(在宅避難)いいえ

感染予防対策をして
避難所へ
避難する

対策をして

いいえ

親戚や友人の家へ避難する
はい

近くの安全な場所に親戚や友人
の家がある

はい

地震や津波・風水害(河川氾濫や
土砂災害)などにより自宅が浸水
や倒壊の恐れがある

　災害時、避難した方々で避難所が密集した状態になると、新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高まります。
避難所が3密にならないよう避難スペースを確保するなど、避難所開設時の感染予防対策を進めています。みなさんも、
改めて自宅の災害リスクを踏まえ、必要に応じた避難行動を確認するなど、感染防止に向けて準備しましょう。

新型コロナウイルス感染症を踏まえた災害時の避難について新型コロナウイルス感染症を踏まえた災害時の避難について新型コロナウイルス感染症を踏まえた災害時の避難について

命を守る備えと行動を命を守る備えと行動を命を守る備えと行動を

補　助
対象者



令和２年 夏のワクワク海   験    
堺区ふれあいまつりの開催中止について

たい けん

思い出に残る
　　　成人式にしよう募 集

メッセージ発表の様子

今年の実行委員のみなさん

7月イベント情報
に触れる化文 統伝や

堺伝統産業会館
堺区材木町西1丁1-30
☎227-1001　FAX227-5006

さかい利晶の杜
堺区宿院町西2丁1-1

☎260-4386　FAX260-4725

高齢者の総合相談窓口
地地 域域 包包 括括

支支援援セセンンタターーだだよよりり

高齢者の方が安心して暮らし続け
られるよう、地域住民と事業所の皆
さま、行政など関係機関が協力しあ
い地域全体で高齢者を見守り、孤立
予防や日常生活における異変を早期
に発見し支援につなげるしくみ「堺

市高齢者見守りネットワーク事業」
を推進しています。特別なことをし
ていただく必要はありません。日常
生活や仕事の中でさりげない見守り
や声かけを通して、「気になるサイ
ン」（例えば、配達したものを取り込
んでいないなど）に気づいたとき
は、お近くの地域包括支援センター
や堺区役所地域福祉課（いずれも１
ページ参照）にご相談ください。
「堺市高齢者見守りネットワーク」
へのお申し込みは地域包括ケア推進
課（�２２８―０３７５）へ。
�堺基幹型包括支援センター（�２２８
―７０５２ �２２８―７０５８）

「堺市高齢者見守りネットワーク」
に登録しませんか？

事 業 所 の み な さ ま

南島町の一部に住居表示を実施します
大和川左岸（三宝）土地区画整理事

業区域の一部において、住居表示を
実施します。今回住居表示を実施す
るのは、南島町一丁～同五丁のう
ち、現在整備・造成工事中の区域
で、そこに町を新設します。新町名
案は「南島町六丁」です。
なお、本案は次回開催される堺市

議会（定例会）に諮り、議決の後に実
施されます。実施期日は、令和２年
冬を予定しています。実施期日が決
まりましたら改めてお知らせしま

す。
�戸籍住民課（�２２８―８４７３ �２２８―
０３７１）。

SAKAI マルシェ
「チェコの生活」

利晶の杜で７月１１日（土）より
開催する企画展「はじめてのミュ
シャ」（主催：堺市）に関連し、
ミュシャの祖国チェコのお酒や雑
貨の販売、楽しいワークショップ
を開催します。入場無料。直接会
場へ。

日時 ７月１２日（日）、午前１１時
～午後４時
�手作りワークショップを利晶の
杜１階観光案内展示室で開催
いずれも申込受付は午前９時から
�和菓子づくり体験
時間 �午前１１時、�午後１時３０
分、�午後３時開催
対象 小学生以上
費用５００円 定員 各１０人
�デコパージュ石鹸づくり
時間 午前１１時～午後４時
費用５００円 定員 先着５０人

�成人式実行委員会委員を募集
新成人の門出を祝う堺区成人式

でのアトラクションの企画や司会
進行などの運営に参加していただ
ける方を募集します。若者の意見
を反映した、より思い出深い式典
づくりに参加しませんか？
対象 区内在住・在勤・在学のお
おむね１８～２５歳の方が対象。グル
ープでの参加も可。

�市民憲章朗読者
�メッセージ発表者を募集

対象 区内在
住で、来年の
新成人（平成
１２年４月２日
～平成１３年４
月１日生まれ
の方）�はグ

ループでの参加も可。応募多数の
場合は抽選。
�電話か FAX で住所、氏名、電
話番号を書いて、７月３１日までに
堺区役所自治推進課（�２２８―７０８２
�２２８―７８４４）へ。

※今後の新型コロナウイルス感染
拡大の状況によって、式典内容等
に変更がある場合があります。

７月は「愛の献血助け合い運動」で
す!日本赤十字社では、年々高まる
血液需要にこたえるため、１６～６９歳
の健康な方に献血への協力をお願い
しています。たくさんの方の協力を
お待ちしています。
７月１０日（金）、午前１０時～１１時３０

分、午後１２時３０分～４時３０分、市役
所本館エントランスで。
なお、６５歳以上の方の献血は、６０
歳以降に献血経験のある方に限りま
す。献血カードをお持ちの方は持参
してください。
※新型コロナウイルス感染症の対策
を行い、実施します。
�堺区役所自治推進課（�２２８―７０８２
�２２８―７８４４）

献血にご協力を！献血にご協力を！
献血のマスコットキャラクター　けんけつちゃん
献血にご協力を！

令和２年８月２３日（日）に予定しておりました第１２回夏のワクワク海験、令和２年１１月１５日（日）に予定しておりました第２０回堺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観点を踏まえ、ご来場いただく方々や出演される方々の健康・安全面を最優先に検討した結果、開催を中止するこ
ととしました。夏のワクワク海験、堺区ふれあいまつりを楽しみにされていた皆さまには残念ですが、ご理解を賜りますようお願いいたします。
�堺区ふれあい事業実行委員会事務局（堺区役所自治推進課内 �２２８―７０８２ �２２８―７８４４）
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伝統産業 実演と体験
�和菓子づくり
実演
堺市ものづくり
マイスターによ
る実演
日時 �７月５
日（日）、午後１
時３０分～３時、

�７月２６日（日）、午後１時３０分～
３時
講師 �浜寺創菓庵美乃や 高田
和夫さん、�おかよし味匠庵 岡
田尚彦さん
�直接会場へ。各日先着２４人。
�お香づくり体験
いい香りのするお香を手づくりし
てみませんか。
日時 ７月１１・２５日、午後１時３０
分～３時
�直接会場へ。各日先着１０人。
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いずれも無料

子育て支援課では、子育てに関す
る相談ができます。１８歳未満の子ど
もの子育てに関することや、認定こ
ども園等の教育・保育施設の利用に
関すること、児童手当、児童扶養手
当等のご相談に対応しています。
また、子育て中の親子が参加し、

相談できる子育て講座などを実施し
ています。
講座等の実施につ

いては市ホームペー
ジ、または子育て支
援課にお問い合わせ
ください。

７月７・２１日
１４：００～１６：００

７月１日・８月５日
１３：３０～１５：００

７月１日・８月５日
１３：３０～１５：００今月は実施しません７月３０日

９：３０～１１：００
７月３日・８月７日
１３：３０～１５：００ちぬが丘保健センター

７月９・２０日
１４：００～１６：００

７月９日
９：３０～１１：００

７月９日
９：３０～１１：００

７月１５日
９：３０～１１：００

７月８・２８日
９：３０～１１：００

７月１０・１７日
１３：３０～１５：００堺保健センター

精神保健福祉相談
�予約制�無料

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

検査・相談
検査（HIV・梅毒・クラミジアのセット、

風しん、肝炎）
エイズ相談 無料。予約不要。診断書発行不可

生活習慣病予防相談
食生活相談
�予約制�無料

保健師・管理栄養士等による相談

成人の歯科相談
�予約制�無料

成人・妊婦の方が対象
親子で歯科相談可

子どもの歯相談室
�予約制�無料

BCG予防接種
無料

生後１歳未満の子ども
（個別通知）

堺堺・・ちちぬぬがが丘丘保保健健セセンンタターーつつううししんん

○HIV検査のみも可能です。
○難病に関する相談
○検便検査（腸内病原菌） 毎週月～金曜日（祝日を除く）９：００～１１：００
（ちぬが丘保健センターは検査・相談日の１３：３０～１５：００のみ）

堺保健センター
堺区甲斐町東３丁２―６ 保健医療センター内
�２３８‐０１２３ �２２７‐１５９３

ちぬが丘保健センター
堺区協和町３丁１２８―４
�２４１‐６４８４ �２４７‐３２０１

○母子関係 ４か月児健診、１歳６か月児健診、３歳児健診（３歳６か月児が対象）…個別
通知。そのほか、子育てに関する相談を行っています。転入の場合は保健センターへ。
○成人関係 胃がん検診、肺がん・結核検診などの各種検診や健康相談、生活習慣病予
防、健康づくり自主活動グループの支援などを行っています。
○風しん抗体・肝炎ウイルス抗体検査については、対象者の条件があります。

堺区役所では、ブックスタート事業として４か月児健診時に絵本をお渡ししています。
�堺区役所企画総務課（�２２８―７４０３ �２２８―７８４４）

この表以外にも健診、相談を行っていますのでお問い合わせください。

堺・ちぬが丘保健センター堺・ちぬが丘保健センター
�「ひらめき脳トレプラス教室」
認知症予防の為の脳トレや、有酸素運動を中心とした１２回コースの

教室です。堺コッカラ体操、ロコモ体操、お口の機能アップ、食生活
のワンポイントアドバイス講座も行います。
【新湊・少林寺・安井・大仙西・神石・大仙校区の方】
９月１日～１２月１日の毎週火曜日（祝日を除く）、午前９時３０分～１１
時、ちぬが丘保健センターで。
【三宝・錦西・市・錦綾・浅香山・錦・熊野・榎・三国ヶ丘・英彰校区の方】
９月４日～１１月２７日の火曜日と金曜日の変則（祝日を除く）、午後１

時３０分～３時、フェニーチェ堺で。
いずれも６５歳以上の、介護認定を受けていない方が対象。初めて参

加される方が、優先されます。
�７月３１日までに電話か FAX で、住所、氏名、年齢、電話番号を書
いて、各保健センターへ（※堺保健センターは７月２日から受け付け
開始）。抽選で各１５人。抽選結果は、８月中旬頃に郵送します。
�離乳食 個別相談
現在、離乳食講習会を中止しています。離乳食のす

すめ方についてお困りの方に個別相談を実施します。
おおむね６～１２か月の子どもの保護者が対象。自宅の
汁物の塩分濃度チェックもできます。
�７月１４日（火）、午前１０～１２時、堺保健センターで。
�７月２０日（月）、午前１０～１２時、ちぬが丘保健センターで。
いずれも１人３０分程度。母子手帳、塩分濃度チェックを希望の方は

自宅のみそ汁などを５０㎖程度持参。�７月２日から電話か FAX で住
所、氏名、電話番号を書いて、各保健センターへ。

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

どの手続きに関する相談に無料で応
じます。電話相談はできません。
日時 ７月４日（土）、午後１～４時

７月１５日（水）、午後６～９時
８月１日（土）、午後１～４時

会場 司法書士総合相談センター堺

（堺東駅前）
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）

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・産廃業
や宅建業などの営業許可申請、会社
設立などについて相談できます。電
話相談はできません。
日時 ７月１１日（土）、午後１時３０分

～４時（受け付けは午後３時３０分ま
で）
場所 サンスクエア堺（堺市駅前）研
修室２
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）

図書館
からのおしらせ

と し　ょ か　ん

コナン・ドイル著「緋色の研
究」

７月２４日（金・祝）
１０：３０～１２：００堺市図書館友の会

その他開催日名称・内容

「おひとりさまスポーツ」「海を知る」対象：一般向け

「たのしいサイエンス」「アニマル大集合！」７月のブックフェア
対象：子ども向け

堺市駅前分館中央図書館名称・対象
■ブックフェア

中央図書館（堺区大仙中町１８―１
�２４４―３８１１ �２４４―３３２１）
堺市駅前分館（堺区田出井町１―１―３００
�２２２―０１４０ �２２２―０１５８）

■中央図書館の催し【読書会】

■休館日 ７月６・１３・２０・２７日

■移動図書館
７月５・１９日、午前１０時２０分～１１時、府営戎島住宅内集会所（堺区

戎島町１丁）前です。交通事情により遅れることがあります。なお、
堺区以外についてはお問い合わせください。

堺区大浜北町５丁７-１ 
1２２１-２０８０　FAX２２１-９９８０ 

いい汗ながそう

大浜体育館

�大浜 走り方教室
走り方の基本や正しいフォーム、

腕の振り方など楽しく練習します。

日時 ７月１１日（土）、１９日（日）
�午前９時２０分～１０時３０分、�午前
１０時４０分～１１時５０分
対象 �小学生１～３年生、�小学
生４～６年生
費用 各１，０００円
�電話か直接当館へ。詳しくは当館
までお問い合わせください。

ここんんににちちはは 保保健健セセンンタターー 堺／ちぬが丘
いずれも無料 堺保健センター堺保健センター

�はじめよう!おうちトレーニング♪
運動不足でも大丈夫、おうちでできる簡単ストレッチやエクササイ

ズを親子で楽しみませんか？
日時 ８月１３日（木）、午後１時３０分～３時３０分
場所 サンスクエア堺（堺市駅前）Ａ棟３階多目的ホール
対象 小学生とその保護者、または５９歳までの方
持ち物 水分補給のための飲み物、ヨガマット（貸出可能）、バスタオ
ル、上靴、運動できる服装
�７月２日から電話か FAXで堺保健センターへ。先着２０組。

ちぬが丘保健センターちぬが丘保健センター
�さかいロコモサポーター講座「一生歩いて生（行）きたい�さかい�」
ロコモティブシンドローム（ロコモ）

は、骨や筋肉、関節などの運動器の衰え
によって「立つ」「歩く」といった移動機能
が低下した状態です。この講座では、ロ
コモの基礎知識や予防のための体操を学
び、自分自身のロコモを予防すると同時
に、一緒にロコモを広めてくださるサポーターを養成します。講座は
感染症防止対策を取り実施します。
日時 ７月２０日（月）、午後１～３時３０分
場所 ちぬが丘保健センター
持ち物 マスクの着用、動きやすい服装と靴、筆記用具、タオル、お
茶などを持参
�受付中。電話か FAX で、講座名、氏名、住所、電話番号を書い
て、ちぬが丘保健センターへ。先着２０人。

※ブックフェアでは、月ごとにテーマに沿った本の展示・紹介をします。
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