
あなたの写真で
区広報紙を
飾りませんか？

投稿いただいた写真
のうち、

優秀作品を、区広報
紙

で掲載します。

旧市街地「環濠エリア」内の観光名所などお好みのコースを周遊できます！
歴史的名所に伝統産業、グルメに和菓子などを自転車タクシーで周遊してみませんか。
　 堺市民の方は自転車タクシー乗車料金がお得になります！
　　　　　　　　　　　 詳しくは、くるりん堺ホームページ（2次元コード）参照。

自転車タクシーで堺のまちを周遊しよう

自転車タクシー
乗り場

さかい利晶の杜
（堺区宿院町西2丁1-1）
イベント情報は区広報紙
2ページへ

9月5日～11月29日の土日・祝

周遊後に抹茶と和菓子も
たのしめます！

問 堺区役所企画総務課（☎228-7403　FAX228-7844）

ハッシュタグをつけて投稿
「#sakaikuphoto」をつけて
投稿しよう！

いいね！

投稿完了！
ポチッと！ポチッと！ポチッと！撮　影

堺区内で素敵
な写真を撮影
しよう！

フォロー
堺区公式 Instagram
＠sakaiku_official のアカ
ウントをフォローしよう！

Instagramの利用登録
アカウントがない方は下記URLか
ら利用登録をしよう！
https://www.instagram.com/

投
稿
方
法

堺区公式Instagram（2次元コード）では、皆さんが投稿した堺区内の素敵な写真を紹
介します。堺区公式Instagramをフォローして、堺区内で撮影した素敵な写真をハッ
シュタグ「#sakaikuphoto」をつけて投稿してください。詳しくは堺区ホームページ
参照。 ※人物がメインとなる写真を投稿する場合は、被撮影者の了解を得たものに限ります。

あなたの写真で堺区の魅力を発信しよう！

#フェニックスアーチ#内川#堺刀司
#旧堺燈台

パシャリ！パシャリ！パシャリ！
※掲載写真はサンプルです。
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旭中学校２年（応募時） 久木田 悠多

堺市堺区にはたくさんの自然があり、最

近では、近くにある仁徳天皇陵古墳が世界

遺産に登録されてとても自然のある豊かな

所です。

～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

１４８，２４５人
（８９人減）

７２，８３２世帯
（２１世帯減）

７３，１９３人
（７人減）

７５，０５２人
（８２人減）

６，２６８人／� ２３．６５�

編集・発行 堺区役所企画総務課

人のうごき（堺区）
令和２年８月１日推計（ ）は前月比

人口 男 女

面積人口密度世帯

1-C3-２０-００４４

sakaikiso@city.sakai.lg.jp
http���www.city.sakai.lg.jp�sakai�index.html

http:��www.city.sakai.lg.jp�i�
kuyakusho�sakai�index.html

�247―3201�241―6484ちぬが丘保健センター
�227―1593�238―0123堺保健センター
�222―4801�222―4800子育て支援課

�228―7870
�228―7477地域福祉課
�228―7498生活援護第一課・第二課

堺保健福祉総合センター
�228―7539�228―7413保険年金課

�221―1471
�228―3940パスポートさかいサービスセンター

�228―7419戸籍担当
�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
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

http���www.facebook.com�sakaiward

郵便局郵便局
裁判所裁判所

駅
東
堺

速
高
神
阪

野
高

線

線
南
泉
泉
和
阪
大

北

総合福祉
会館
総合福祉
会館

堺区役所
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このたび、堺区役所の２０～３０代の
若手職員１０名で「SCOP（さかいコン
ダクターおもてなしプロジェクト）」
を結成しました。
「SCOP」では、メンバーが観光施
設やホテルなどでの接遇研修を体験
し、親切で「おもてなし」精神に富
んだ窓口職員となることをめざし
て、必要なスキルを育てるための
取組みを実行していきます。
チーム名には、若手職員がこの

プロジェクトを「指揮者（コンダク
ター）」となって進めていき、市の
全職員に波及させたいという思い
が込められています。「堺の顔」と

も言える堺区の窓口で、来庁される
皆様により質の高い接客サービスを
提供できるよう、活動していきま
す。
�堺区役所企画総務課（�２２８―７４０３
�２２８―７８４４）
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市内の認定こども園や保育所など
の来年４月からの利用申し込みが始
まります。
１０月１～３０日（土・日曜日は除
く）、堺区役所本館２階子育て支援
課（午前９時～午後５時３０分〈１２～１６
日は午後７時３０分まで〉）で。
新型コロナウイルス感染症対策の

ため、堺区では利用の申込み受け付
けに事前予約枠を設けます。
事前予約の申し込みは、９月１

日、午前１０時から電話で同課（�２２２
―４８００）へ。１２～１６日の夜間受付につ

いても予約できます。受付当日は、
申請書などの記入を済ませてお越し
ください（案内・申請書の配布は９
月１日から同課または各園で）。
事前予約無しの当日受け付けもし

ていますが、待ち時間が長くなる可
能性があります。密を避けるために、
窓口混雑カレンダーや待ち人数案内
（いずれも堺区ホームページ参照）も
ご覧いただき、混雑緩和にご協力を
お願いします。
�堺区役所子育て支援課（�２２２―
４８００ �２２２―４８０１）

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 ９月５日（土）午後１～４時

９月１６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）

9月イベント情報
に触れる化文 統伝や

さかい利晶の杜
堺区宿院町西2丁1-1

☎260-4386　FAX260-4725

�企画展 透明回線 ART Exhibiti
on「SAKAI」
関西を中心に活動するクリエイ

ターチーム「透明回線」によるアー
ト展を開催します。
ペイント作品と映像（プロジェ

クションマッピング）を組み合わ
せ、さまざまな歴史と文化が交差
する都市「堺」を幻想的に表現しま
す。

日時 ９月１９日～１０月１８日、午前
９時～午後６時（最終入館午後５
時３０分）
料金 大人３００円、高校生２００円、
中学生以下１００円

�SAKAI マルシェ
上記企画展にちなんだマルシェ

を開催します。アーティストによ
るイラストを即興で描くライブパ
フォーマンスや飲食物、雑貨の販
売があります。
日時 ９月２０・２１日、午前１１時～
午後４時（荒天中止）

日常生活でお困りの衛生害虫や、
ネズミに関する防除方法や対処方法
の相談会を次のとおり開催します。
無料。直接会場へ。
なお、市では駆除は行っていませ

ん。
日時 ９月７日（月）午前１０時～正午
場所 万代上野芝店正面玄関出口ホ
ール前（堺市西区上野芝町２―８―１）
なお、新型コロナウイルス感染拡

大の状況によっては中止する場合が
あります。
�生活衛生センター（�２９１―６４６４
�２９１―６４６５）

蚊・ハチ・ネズミなど
の相談会を開催

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

「がんばって介護しているのだけ
れど、これでいいのかな？」「認知症
への接し方、どうしたらいいのか
な？」このような悩み事はありませ
んか？
堺基幹型包括支援センターでは、

高齢の家族を介護している方の交流
会を次のとおり実施しています。い
ずれも無料。参加をご希望される方
は、問い合わせ先までご連絡くださ
い。
●認知症家族交流会
偶数月の第２金曜日、午後

●男性介護者交流会
奇数月の第２水曜日、午後

�参加者の声�
「参加者の経験を聞いて勉強になっ
た」「自分だけじゃないと勇気づけら
れた」など。
�堺基幹型包括支援センター（�２２８
―７０５２ �２２８―７０５８）

相談者

　介護の大変さや思い
について介護を経験し
ている人同士で話せる
ところはないですか？

海に開かれた中世環濠都市堺の
歴史・文化を伝えるザビエル公園に
ついて、民間の活力を生かし、地域
に親しまれる公園として多くの人が
集い交流する場となるよう、皆さん

のご意見をお寄せください。
９月１～３０日に下記の２次元コー

ドからご回答をお願いします。紙で
の回答を希望する方は、公園監理課
（�２２８―７８２４ �２２８―１３３６）へ。

ザビエル公園に関するアンケート調査にご協力を！

静穏なザビエル公園 人が集うザビエル公園。左下は「海
に開かれた中世堺」の案内板

↑回答はこちらから
ザビエル公園 アンケート

６～９月に堺区で３歳児健診を
受けた幼児を対象に「キックバイ
クを用いたはじめての自転車教
室」を開催します。教室では数種
類のゲームを行い、楽しみながら
自転車の乗り方や、交通マナーを
学びます。
日時 １０月１７日（土）午前１０時から
午後５時３０分（各回４０分の教室を
６回実施）
会場 Mina さかい（市役所高層館

前）
事前申込は２次元

コードから。
�堺区役所企画総務
課（�２２８―７４０３ �
２２８―７８４４）

認定こども園・保育所などの利用申し込み
受け付けの事前予約枠を設けます！

キックバイクを用いた　はじめての自転車教室

堺区若手職員が「おもてなし」

永藤市長と SCOPのメンバー

2 令和２年（２０２０年）９月１日堺区広報



９月１・１５日
１４：００～１６：００

９月２日
１０月７日

１３：３０～１５：００

９月２日
１０月７日

１３：３０～１５：００
今月は実施しません９月２４日

９：３０～１１：００
９月４日
１０月２日

１３：３０～１５：００

９月２日
１０月７日

１５：００～１６：００

９月２４日
１０：００～１０：４０
１１：００～１１：４０

９月３日
１０：００～１１：３０

ちぬが丘
保健センター

９月１０日
１４：００～１６：００

９月１０日
９：３０～１１：００

９月１０日
９：３０～１１：００

９月１６日・１０月８日
９：３０～１１：００

９月９・２９日
９：３０～１１：００

９月１１・１８日
１３：３０～１５：００

９月１０日
１１：００～１２：００

９月９・１７日
１０：００～１０：４０
１１：００～１１：４０

妊娠中に２回堺保健センター

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・妊婦の方を対
象に歯科検診・相談
親子で歯科相談可

子どもの歯相談室
�予約制�無料

１歳６か月～３歳１１
か月児はフッ素塗布
あり（１回限り）

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
６～１８か月前後の
子どもの保護者
１人３０分程度

離乳食講習会
�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

妊婦教室
�予約制�無料
男性（パパ）も参加可

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。

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

�健康太極拳
太極拳の基本的な動きや呼吸法を

とおして、健康の保持・増進に役立

てます。
日時 ９月８・１５・２９日、１０月６日

午後１時２０分～２時５０分
対象 高校生以上
費用 １期４回２，８００円
受付 直接当館へ
詳しくは当館までお問い合わせく

ださい。

ちぬが丘保健センターちぬが丘保健センター
�赤ちゃんと一緒に♪わくわく健幸教室�
赤ちゃんと一緒に楽しみながら、健康についても学び、簡単ヨガで

日頃の疲れやストレスを解消しましょ
う。また、今日からできる減塩のコツを
お伝えします。希望者には体組成測定も
あります。
日時１０月５日（月）午前１０～１１時３０分
場所 ちぬが丘保健センター
対象 生後６～１０カ月頃の子どもとその保護者（兄姉の託児なし）
�９月２日から電話か FAX で住所、氏名、電話番号、講座名をちぬ
が丘保健センターへ。先着７組。

�元気になる太極拳入門講座
呼吸に合わせた手足のゆったりとした動きで、やわらかな筋肉をつ
くります。
健康づくりのための太極拳を学びません

か。教室終了後は、仲間とともに太極拳を
続けましょう。
日時 ９月１８・２５日、１０月２・１６・３０日、１１
月６日、全６回コース。午前１０～１１時３０分
場所 ちぬが丘保健センター
�受付中。電話か FAX で住所、氏名、電話番号、講座名をちぬが丘
保健センターへ。先着１５人。講座に初めて参加される方優先。

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

�こどもをハグくむ講座
～遊びを通して、子育てのヒントを見つけてみませんか？～
こどもは好奇心旺盛で、遊びを通して成長します。こどもの発達に

合った運動遊びや親子遊びを通して、子育てを楽しみましょう。専門
職のお話もあります。
日時１０月１９日、１１月２・１６・３０日午前１０時～１１時１５分
場所 総合福祉会館３階プレイルーム 対象 満１歳の幼児とその保
護者
�９月２日から電話か FAXで堺保健センターへ。先着１３組。

�健康づくり教室
食生活を中心に健康づくりについて楽しく学ぶ教室です。自分にあ

った健康づくりの方法を身につけ、健康アップをめざします。修了さ
れた方は、堺市健康づくり食生活改善推進協議会（わかば会）として地
域の健康づくりのボランティア活動に参加していただけます。
日時 ７回コース 午前９時３０分～正午
対象 おおむね７４歳ま
でで初めて参加される
方、全回参加できる方。
場所 堺保健センター
（�、�はサンスクエ
ア堺�堺市駅前�）
�９月２日から電話か
FAX で堺保健センタ
ーへ。先着１５人。

�歯周病とタバコの関係
「歯周病」は２０代ごろから、かかる人が増え始め、３５歳以上になると
急増し最終的には、歯を失う恐ろしい病気です。また、たばこを吸う
人は、吸わない人に比べて歯周病にかかりやすくなると言われていま
す。禁煙を心がけ、定期的な歯科検診と毎日の丁寧な歯磨きにより歯
周病を予防しましょう。
堺保健センターでは成人歯科相談を実施していますのでぜひご利用

ください。詳細は下表のとおり。

堺保健センター堺保健センター

�２２８―７０２３・２２２―４８００ �２２２―４８０１
子子子子子子子子子子子子子子育育育育育育育育育育育育育育てててててててててててててて支支支支支支支支支支支支支支援援援援援援援援援援援援援援課課課課課課課課課課課課課課通通通通通通通通通通通通通通信信信信信信信信信信信信信信子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育てててててててててててててててててててててててててててて支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援課課課課課課課課課課課課課課課課課課課課課課課課課課課課通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信

いずれも無料

子育てフレンドルーム個別お話し会
をします
子育てフレンドルームで集まるこ

とはまだできないけれど、少しお出
かけしてお話したいな…
子育てのこと、保育園のことなど

一緒にお話ししましょう。赤ちゃん
の身体計測もできます。当日は子育
て支援課の保育士・保健師・子育て
支援コーディネーターがお待ちして
います。
日時 ９月３０日（水）
第一部：午前１０時～１０時３０分
第二部：午前１０時４５分～１１時１５分
場所 堺市総合福祉会館（南瓦町２番

１号）３Ｆプレイルーム
対象 堺区在住の未就園児の親子
�９月８日、午前１０時から電話で受
付。先着各回２組。
※当日の検温、マスクの着用（保護
者）、消毒などの感染症対策にご協
力をお願いします。検温時３７.５℃以
上ある場合はご参加いただけません
のでご了承ください。

運動実技、修了式１２月８日（火）�

栄養の話、調理実演１２月２日（水）�

検査結果の見方の話１１月２５日（水）�

健康チェック、歯の話１０月２８日（水）�

食中毒予防の話、調理実演１０月２１日（水）�

脳トレ体操、健康づくりの話１０月７日（水）�

開講式、栄養の話９月３０日（水）	

■休館日 ９月１・７・１４・２８日
■和漢古書の世界をご案内～当館和漢書コレクションより～
中央図書館が所蔵する和漢書を展示します。９月２～３０日、中央図書
館ロビーで。無料。直接会場へ。

図書館
からのおしらせ

と し　ょ か　ん 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）

■移動図書館 ９月６・２０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。

■中央図書館の催し【読書会】

内館牧子著「終わった人」９月２５日（金）１０：３０～１２：００堺市図書館友の会

１階集会室で。
テーマ：宮沢賢治のおはなしを楽しむ

９月１７日（木）
１０：３０～１２：００

子どもの本だいすき
「空」の会

その他開催日名称・内容

■ブックフェア

※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。
「おもしろBOOKS探偵帖」「認知症を知る」一般向け

「じけんです!」「こわい？こわくない？」子ども向け
堺市駅前分館中央図書館名称・対象
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