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大浜中学校２年（応募時） 青戸 柚奈

古墳が世界遺産になったけれど、まだよ

く知らない人もいると思うので、特産品を

合わせて、PR してほしいと思っていま

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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�228―7477地域福祉課
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�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
堺市役所 �２３３―１１０１（代表）

■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
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９月
スタート

歴史ある街並みで写真撮影してみ
ませんか。

風情のある町家

樹齢1,100年を超える大蘇鉄がある
枯山水の庭園は堺市指定文化財。

妙国寺

堺の偉人２人の足跡をふりかえります。
お抹茶とお菓子も楽しめるよ。

自転車タクシー乗り場
さかい利晶の杜

環濠エリアを縁取る内川
沿いをのんびり走ります。

内川の風景
匠の技を、見る、感じる、持ち帰る。

堺伝統産業会館

セットでついてくる呈茶

運 行 期 間
予約 ･ コ ー ス
乗 り 場
所要時間・料金

定 員

令和２年９月５日～１１月２９日の土・日・祝日
予約方法・周遊コースの詳細はこちらへ（https://kururin-sakai.com/）
さかい利晶の杜（堺区宿院町西２丁１－１）
１台につき４５分＋呈茶7,500円・１時間３０分＋呈茶15,000円

１台につき大人・子ども含め３名まで
予約についてのお問い合わせは：（公社）堺観光コンベンション協会（☎２３３－６６０１）
共催：泉州庵、（公社）堺観光コンベンション協会、堺区役所企画総務課

自
転
車
タ
ク
シ
ー
と
は…

主
要
な
部
品
に（
株
）シ
マ
ノ
の

製
品
を
使
用
し
堺
区
の
森
井
製

作
所
で
製
造
さ
れ
た
よ
。

堺の名所を堺の名所を自転車タクシー自転車タクシーで
　　　　　　　　　　　 めぐりませんか？めぐりませんか？

堺の観光に新たなランドマークが登場！堺の観光に新たなランドマークが登場！堺の観光に新たなランドマークが登場！
堺の名所を自転車タクシーで
　　　　　　めぐりませんか？

主に、旧市街地「環濠エリア」内でお好み
のコースを周遊♪歴史的名所に伝統産
業、グルメに和菓子etc…堺産自転車タク
シーに乗って堺のまちを観光しよう！

このエリア内を
周遊します

環濠エリア

11月まで堺市民割引を実施！（7,500円→4,800円、15,000円→9,600円）

堺観光自転車タクシー
「くるりん堺」 問堺区役所企画総務課（☎228-7403　FAX 228-7844）

問堺区役所企画総務課（☎228-7403　FAX228-7844）

　6～9月に堺区で3歳児健診を受けた幼児を
対象に「はじめての自転車の乗り方教室」を10
月に実施します。お配りしたヘルメットをご持参
ください。
　事前予約が必要です。詳しくは下記2次元コ
ードから堺区ホームページ参照。

初めての自転車乗り方教室～堺区自転車ヘルメットスタート～
　6～9
対対象に
月月に実
ください

初初め堺区自自自自自自自自自自自転転転転転転転転車車車車車車車車車車車車車車車ヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルメメメメメメメメメメメメメメメメメメメ ートトト～～～～～～～～～～堺堺堺堺堺堺堺堺堺堺堺堺堺堺堺堺堺区区自転 ルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメッッッッッッッッッッッッッットトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトススススススススススススススススススタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタートトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトト～～～～～～堺区自転車ヘルメットスタート～堺区「自転車のまち」推進事業

3歳児健診時にヘルメットを配付する堺区長 ）

　堺の伝統産業である自転車は中世に繁栄した鉄砲鍛冶の
技術を受け継ぎ、堺区で育まれてきました。自転車は環境負荷
が少なく、健康増進にもつながる身近な乗り物ですが、乗り方
を誤ると、時として重大な交通事故を引き起こします。
　歴史的に自転車と関係が深い堺区では、こどもの頃から自
転車の乗車マナーを身につけていただきたいと願い、３歳児
健診の終了時にこども用ヘルメットを配付しています。
　　令和２年６月以降に堺保健センター、ちぬが丘
保健センターで3歳児健診を受けた幼児（堺区内に
お住いの方限定）。

対象
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８月１７日　堺東駅前にレンタルスペース

がオープン
堺東駅前のホテル（堺区中瓦町２

丁３-２６）１階に開設されるレンタル
スペースの愛称が「サカイエ Sakay
eah!」に決定しました。「堺へ行こ
う‼」「堺イェーイ‼」「堺が家のよう
に」と言う想いが込められていま
す。
堺まちづくり株式会社では、８月

１７日（月）から８月２３日（日）の間、オ
ープン記念イベントを実施します。
世界文化遺産登録一周年を迎えた
「百舌鳥古市古墳群」をメインテーマ
とした展示を常設し、堺の伝統産業
や名産品を紹介するイベントを日替
りで実施します。詳しくは、堺まち
づくり株式会社ホームページ参照。
�同社（�２７５―６６３０ �２７５―６６９３）か
都心まち
づくり課
（�２２８―
７５１４ �
２２８―
８０３４）

ルールを守ってたのしい
花  火

夏の風物詩花火。昨今、深夜に花
火遊びをしたり後片付けをしないな
どマナー違反が深刻化しています。
次の事項を守り、楽しく花火を使用
するようにご協力をお願いします。

たのしく花火をするために
�水・バケツを用意し、大人と一緒

に楽しみましょう。
�音の出る花火は、人の迷惑になら
ない時間・場所を選びましょう。
�広い場所を選び、近くに燃える物
が無いか確認しましょう。
�煙が周りの迷惑にならないように
しましょう。
�花火が終わったら、花火のゴミは
持ち帰りましょう。
�人との距離を取りましょう。
�マスクをつけるときは熱中症に注
意しましょう。
�堺消防署予防課（�２２８―０１１９ �
２２８―４０８７）

集団回収報償金の
申請は8月中に

２～７月に実施した古紙や古布な
どの集団回収に対する報償金の申請
を受け付けます。８月３１日まで（土
・日曜、祝日を除く）、午前９時～

午後５時３０分に、堺区役所自治推進
課（市役所本館３階）へ。あらかじめ
登録団体に郵送している申請書類や
新規登録などについ
て詳しくは、同課
（�２２８―７０８２ �２２８
―７８４４）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 ８月１９日（水）、午後６～９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）

府道大阪和泉
泉南線で自転車レーンを

整備しました

府道大阪和泉
泉南線で自転車レーンを

整備しました

府道大阪和泉
泉南線で自転車レーンを

整備しました
府道大阪和泉泉南線（一条通交差

点から御陵通交差点まで）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
に整備しました【図】【写真】。自転車
レーンは次のルールを守って正しく
利用しましょう。

自転車利用者の方へ
〇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。
○信号のある交差点では、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。
○自転車レーン上に自動車がとまっ
ている場合は、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。

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）
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今回整備区間
Ｌ＝800ｍ

今回整備区間
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今回整備区間
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仁徳天皇陵古墳

仁徳天皇陵古墳

仁徳天皇陵古墳

図：自転車レーン
　　　整備区間 自転車レーン整備写真自転車レーン整備写真自転車レーン整備写真

　堺区子ども食堂では、子育て家庭を中心に、フー
ドロス食材を”おすそわけ”する取り組み「おすそわ
け食」を始めました。フードロス食料品削減に協力
するつもりで、気軽にご利用ください。

子ども・子育て中の方へ
フードロス食料品を無料で配布します。

子ども・子育て中の方へ
フ ドロス食料品を無料で配布します

三宝三宝三宝

錦西錦西錦西
錦綾錦綾錦綾

浅香山浅香山浅香山

三国丘三国丘三国丘

榎榎

大仙大仙大仙大仙西大仙西大仙西

神石神石神石

湊湊

湊西湊西湊西 安井安井安井少林寺少林寺少林寺

英彰英彰英彰

市市

熊野熊野熊野

錦錦

おすそわけ食
マーケット
おすそわけ食
マーケット
おすそわけ食
マーケット

PROJETO CONSTRUIR
KODOMOSHOKUDOU
PROJETO CONSTRUIR
KODOMOSHOKUDOU
PROJETO CONSTRUIR
KODOMOSHOKUDOU

英彰こども食堂
ここなら
英彰こども食堂
ここなら
英彰こども食堂
ここなら

くすのき
子ども食堂
くすのき
子ども食堂
くすのき
子ども食堂

かんだい食堂かんだい食堂かんだい食堂

ねごと子ども
朝食堂
ねごと子ども
朝食堂
ねごと子ども
朝食堂

キッチン錦綾キッチン錦綾キッチン錦綾

フードロス食料品削減にご協力を！

問　堺区子ども食堂ネットワーク ミナクル　サカイク
（☎245-2531　FAX244-0685）か堺市社会福祉協議会
堺区事務所（☎226-2987　FAX226-1952）

集まって、みんなにおすそわけ食をお渡し
する催しです。お持ち帰り用のマイバック
を持参してください。

下記の子ども食堂では、ご希望の方に8月
中旬まで継続してフードロス食料品をお渡
しします。

おすそわけ食
マーケット

おすそわけ食
デリバリー

詳しくは各子ども食堂へお問い合わせください。
問い合わせ先については、さかい子ども食堂ネットワークホームページ参照。

ねごと子ども朝食堂、英彰こども食堂ここなら、くすのき子
ども食堂、PROJETO  CONSTRUIR  KODOMOSHOKUDOU

8月19日（水）16:30～17:30
8月22日（土）11:00～12:00
9月16日（水）16:30～17:30
8月22日（土）10:00～12:00
9月12日（土）10:00～12:00
8月末実施予定

ねごと子ども朝食堂
英彰こども食堂ここなら
キ ッ チ ン 錦 綾
か ん だ い 食 堂

大 仙 西 校 区 内
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８月１８日
９月１日

１４：００～１６：００

８月５日
９月２日

１３：３０～１５：００

８月５日
９月２日

１３：３０～１５：００
８月２４日

１４：３０～１５：３０
８月２４日

１４：３０～１５：３０
８月７日
９月４日

１３：３０～１５：００

８月５日
９月２日

１５：００～１６：００
奇数月に実施ちぬが丘

保健センター

８月４・１３日
１４：００～１６：００

２７日
９：１５～１１：１５

８月１３日
９：３０～１１：００

８月１３日
９：３０～１１：００

８月１３日
９：３０～１１：００

８月１２・２５日
９：３０～１１：００

８月１４日
１３：３０～１５：００

８月１３日
１１：００～１２：００

８月１２日・１９日
１０：００～１０：４０
１１：００～１１：４０

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）

離乳食個別相談
�予約制�無料
６～１２か月前後の
子どもの保護者
１人３０分程度

離乳食講習会
８月３日～�予約制�無料
生後６か月未満の

子ども
４か月健診時に予約可

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１３：３０～１５：３０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）

上表以外にも健診、相談を行っていますのでお問い合わせください。

■休館日 ８月３・１７・２４・３１日
■ブックフェア「外国語絵本を楽しもう」
「国際ソロプチミスト堺」より新たに寄贈されたチェコ語の絵本を展示
します。８月１～３０日、中央図書館ロビーで。無料。なお展示終了後に
貸出可能です。

図書館
からのおしらせ

と し　ょ か　ん

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

姿勢改善コース・体力向上コース
日時 ８月２１・２７日、�午前１０時～
１０時４５分 �午前１１時～１１時４５分
対象 高校生以上

費用 各コース７００円。両コース受講
（１日２コース）
１，０００円。
�直接当館へ。
各コース先着２０
人。詳しくは、
当館までお問い
合わせくださ
い。

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

相談者

　還付金を返しますなどの電話
やハガキが届き不安です。高齢
者を中心に特殊詐欺
被害が多発している
と聞きますが、対策
などがあれば教えて
ください。

身に覚えのない返金連絡や督促通
知には応じないようにしましょう。
最近はアポ電といわれる電話で自宅
にいることを確認した後、公的機関
などを名乗る人間がキャッシュカー
ドや通帳などを回収する手口が増え
ています。電話、訪問などで人に考
える時間を与えず、話を信じさせる

ことが上手いため、被害が多発して
います。次の点に気をつけ、早めに
相談しましょう。

�被害防止ポイント�
●知らない番号からの電話には出な
い（電話機の録音機能を利用する）
●息子や役所を名乗っても注意する
●個人情報や暗証番号は教えない
●他人にキャッシュカードは渡さな
い
●ATMでお金が返ってくることは
ない
●お金が絡むような内容や不信な電
話は、消費生活センター（�２２１―
７１４６）や警察へ相談する
心配な場合はすぐに応じないで、

担当地域（１ページ参照）の地域包括
支援センターなどにご相談くださ
い。
�堺基幹型包括支援センター（�２２８
―７０５２ �２２８―７０５８）

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】

■ブックフェア

本：Ｏ・ヘンリ著
「Ｏ・ヘンリ短編集３」

８月２８日（金）
１０：３０～１２：００堺市図書館友の会

その他開催日名称・内容

※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。

「堺・再発見!」「今日からカメラマン!」一般向け

「すずしくなろう」「夏休みにおすすめの本」
「外国語絵本を楽しもう」子ども向け

堺市駅前分館中央図書館対象

姿勢改善のポイントやスキマ時間でできる体操を、一緒に楽しく学び
ませんか。第二弾は１２月１日に開催します。
日時 ９月８日（火）午前１０時～１１時３０分 場所 堺保健センター２階
対象３０～５０歳代 持ち物 飲み物、動きやすい服装、ヨガマット（貸
出可能）、バスタオル
�８月３日から電話か FAX で住所、氏名、電話番号を堺保健センタ
ーへ。先着１５人。

ちぬが丘保健センターちぬが丘保健センター
�ちぬが丘保健センター ママパパ教室
これからママ・パパになる方を対象に教室を行います。一緒に楽し

く赤ちゃんを迎える準備をしてみませんか。当日はマスクを着用し、
発熱、せきなどの症状がないか体調を確認してお越しください。
妊娠編：８月２０日（木）午後１時３０分～３時
栄養・歯科編：８月２４日（月）午後１時３０分～２時３０分
子育て編：９月３日（木）午前１０～１１時３０分
妊娠編から３回続けての受講がおすすめです
が、どの回からでも参加可能です。 �電話
か FAX で住所、氏名、電話番号をちぬが丘
保健センターへ。各回先着約１０組。

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

�夏休みおうちごはんを楽しもう
毎日いきいきと暮らし、心も体も健康で元気に過ごすためには、毎

日の「食」について見直すことが大切です。市では食育の大切さをわか
りやすく伝えるために�さかい食育目標�「さ…三食きちんと食べる
か…感謝して食を大切にする い…一緒に食べる」を広めています。
二次元コードから動画「おうちご

はんを健康に楽しもう!」（YouTu
be）をご覧になれます。簡単バラン
スごはんやハニワパンのレシピが見
られます。
また、子どもに人気の献立が、ひ

と工夫することにより、さらにおい
しく楽しく作ることができます。Q
Rコードから動画「堺おうちグルメ」
（YouTube）をご覧になれます。

�コツコツ!運動教室
いつまでも若々しく元気な毎日を過ごすために、自宅で取り組める

運動を皆で楽しく学びます。元気を保つ食事のワンポイント講座あ
り。今回より予約制となりました。
日時 ８月１７日（月）午後１時３０分～３時
場所 堺保健センター
対象 堺区民で以前に６回参加されていない方限定
持ち物 飲みもの
�８月３日から電話か FAX で住所、氏名、電話番号
を堺保健センターへ。先着１５人。

�毎日コツコツ美活体操 第一弾!
姿勢が悪くなった、体重が少しずつ増えてきた。でも、年だからし

ょうがない…と思ったことありませんか。日ごろの姿勢を見直した
り、自分の体を意識するだけで、変われるヒントがきっとあるはず。

■移動図書館
８月２・２３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。

堺保健センター堺保健センター

おうちごはんを
健康に楽しもう 堺おうちグルメ
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