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古墳や包丁などの歴史ある伝統にあふれる

堺は私の大好きなまちです。堺の伝統産業

などがもっと世界中に広まってほしいで

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

１４８，１９０人
（５５人減）

７２，８７１世帯
（３９世帯増）

７３，２１９人
（２６人増）

７４，９７１人
（８１人減）

６，２６６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９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
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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

問堺区役所企画総務課（☎228-7403　FAX228-7844）堺区役所企画総務課（☎228-7403　FAX228-7844）堺区役所企画総務課（☎228-7403　FAX228-7844）

ブックスタート事業ブックスタート事業ブックスタート事業
　堺区では、4か月児健診時に赤ちゃんとその保護者を対象に、初め
ての絵本をお渡ししています。お渡しした絵本で読み聞かせを行う
ことで親子が心を通わせ、赤ちゃんが健やかに成長することを応援
しています。

　絵本をお渡しする際に、図書館職員や地域のボランティアによる読み
聞かせを行っています。
（※現在は新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、一時中止しています。）

10月からお渡しする絵本
じゃあじゃあびりびり
まついのりこ　作・絵 　　出版：偕成社
「じどうしゃ　ぶーぶーぶーぶー」
「みず　じゃあじゃあじゃあ」、楽しく明解な
絵とリズミカルなことばが出てきます。音か
ら物を認識する絵本です。

　堺市図書館友の会は昭和48年に結成しました。これまでに500回以
上の読書会を開催しており、読書を通じて、堺市の読書活動を支えてい
ます。
　　　 10月23日（金）午前10時30分～正午
　　　 1階集会室　　　　 宮部みゆき著「クロスファイア」
他にも中央図書館では、パネル展示や絵本の読み聞かせなど行っ
ています。詳しくは区広報紙3ページ参照。

本
日　時
場　所

堺市
図書館
友の会

子どもの本だいすき「空」の会
　今年で結成33周年を迎えた「空」の会。
「大人にも子どもの本を」との思いから月に1回
さまざまなテーマで絵本を楽しんでいます。
　　　 10月15日（木）午前10時30分～正午
　　　 1階集会室
　　　 「かがくのとも」50周年にちなんでテーマ
場　所
日　時

読書会

絵本をお渡しする際に 図書館職館職員員や地域のボランティアによる読み

中央図書館で読書を楽しもう中央図書館で読書を楽しもう
堺区大仙中町18-1
（☎244-3811
 FAX244-3321）

阿南さんは入学後、
2年６ケ月で2700冊の
本を読まれました。

　小学校に入学し、堺市読書ノー
トに読んだ本を書くのが楽しく
て、本を読むようになりました。
学校の図書の時間や、家で宿題を
終えたあとに読みます。読書は、
いろいろな言葉を知ることがで
き、面白い世界に入り込むことが
できるので、たのしいです。

I n t e r v i e w

錦綾小学校3年

阿南　悠さん
あ なん　 ゆう

秋は読書に適している季節です。
あなたも読書を楽しみませんか？

市では子どもの読書活動の推進
を目的に、小・中学生で堺市読書ノ
ートなどを活用した取組を行って
います。あなたも秋の夜長、読書に
親しんでみませんか。

※令和 2年 9月現在
「堺市 100冊チャレンジ」ホームページより
※令和 2年 9月現在

堺区の堺区の
読書数最多読書数最多
小学生小学生

堺区の
読書数最多
小学生



10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
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さかい利晶の杜「SAKAI マルシ
ェ」内でフードドライブを実施しま
す。集まった食品は、堺区内１０カ所
の子ども食堂で活用させていただき
ます。子ども食堂の応援や、フード
ロス削減のためにも、ご家庭の余剰
食品をお持ちよりください。
日時 １０月１８日、１１月８日、１２月６
日午前１１時～午後４時 場所 さか
い利晶の杜（宿院町西２丁１－１）S
AKAI マルシェ内
１２月以降も SAKAI マルシェで定期
開催します。

�受付できるもの
米、菓子類、乾麺、インスタント

食品、レトルト食品、食用油、調味
料、缶詰。賞味期限が記載されてい
て、期限まで１カ月以上あり、常温
保存で未開封のものに限ります。
�受付できないもの
生鮮食品、冷凍食品、アルコール

類（みりん・料理酒を除く）、手作り
品。賞味期限の記載がないものや賞
味期限が１カ月未満のもの。
�堺市社会福祉協議会堺区事務所
（�２２６―２９８７ �２２６―１９５２）

お店を新規開店する時は、消防法
や市火災予防条例に基づき、消防用
設備等の設置が必要になることがあ
ります。
また、すでに消防用設備等が設置

されている事業所でも、建物の増改
築や改修によって、新たな消防用設
備等が必要になる場合があります。

このようなときは、前もって消防
署へご相談ください。届出書類や消
防用設備等の設置の有無をご説明し
ます。
届け出がないと、知らない間に消

防法違反となり、違反建物の公表や
行政処分の対象となります。すでに
開業や建物の増改築などをされてい
る方は、すぐに堺消防署予防課まで
お問い合わせください。詳しくは堺
消防署ホームページ参照。
�堺消防署予防課（�２２８―０１１９ �
２２８―４０８７）

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
介護予防パネル展を開催します
住み慣れた地域でいつまでも元気

で生活するためには「介護予防」「健
康づくり」が大切です。パネル展で
は日ごろの生活の中でできる工夫や
健康づくりに必要な取り組みなどを
展示します。いずれも無料。直接会
場へ。

日時１０月８～１３日（最
終日は１６時まで）
場所 市役所本館１階
エントランスホール階
段下
パネル展では各種資料を準備して

いますが、ご相談やご質問などのあ
る方は就業時間内であれば、本館３
階基幹型包括支援センターにお寄り
ください。また、お近くの地域包括支
援センターでもご相談いただけま
す。�堺基幹型包括支援センター
（�２２８―７０５２ �２２８―７０５８）

来年４月に公立の小・中学校に入
学予定の子どものいる家庭で、経済
的な理由により就学にお困りの方
に、入学準備にかかる費用の一部を
入学前（３月）に援助します。
申請は１０月下旬に郵送される申請

書（市ホームページでダウンロード
可）を学務課へ郵送（１１月１６日消印有
効）または１１月２～１６日（土・日曜
日、祝日を除く）午前９時～午後５

時１５分、市役所本館３階堺区役所小
会議室で受付。
ただし、新中学１年生について

は、小学６年生で就学援助の認定を
受けている方は申請不要。
詳しくは広報さかい１０ページか市

ホームページ参照。
�学務課（〒５９０―００７８ 南瓦町３―１
�２２８―７４８５ �２２８―７２５６）

堺市社会福祉協議会堺区事務所で
は、ボランティア相談コーナー窓口
でボランティア活動全般に関する相
談を行っていただく「ボランティア
相談員」を募集しています。
募集要件
ボランティア活動推進に熱意を有

し、相談活動に関心がある次の全て
を満たす方
�ボランティア活動経験がある方

�１８歳以上、おおむね６５歳までの方
�おおむね週２回、ボランティア相
談コーナーへの出務、月１回の相談
員ミーティングへの出席、年４回程
度の研修出席が可能な方
※無償のボランティア活動です。交
通費の一部支給あり。
募集人数 ２人
申込期間１０月１日～来年３月３１日
申し込み方法などは堺市社会福祉協
議会堺区事務所（�２２６―２９８７ �２２６
―１９５２）へ。

子ども食堂を応援！子ども食堂を応援！子ども食堂を応援！
ご家庭で余っている食品をご提供くださいご家庭で余っている食品をご提供くださいご家庭で余っている食品をご提供ください

来年度入学予定の小・中学生に
就学援助金（入学準備金）を早期支給

お店の開業や建
物の増改築を予
定されている方へ

次のイベントを開催します。詳細
は利晶の杜へ。
■SAKAI マルシェ～透明回線 A
RT Exhibition Closing Party～
開催中の企画展「透明回線 ART
Exhibition『SAKAI』」を締めく
くる秋祭りを開催します。アーテ
ィストによるパフォーマンスショ
ーやワークショップの他、雑貨や
飲食店の出店があります。

日時 １０月１８日（日）午前１０時～午
後５時
■千利休 評伝劇「雪間の草」
壮年期の利休を題材とした朗読

劇を開催します。
日時 １１月１～３日、各日午前１１
時～正午、午後３～４時
脚本・演出 高橋 恵（虚空旅団主
宰）
定員 各回３０人（先着順）
参加費２，５００円（展示観覧付）
�電話、メール、来館で氏名（ふ
りがな）、電話番号、お住まいの
市区町村を当館へ

関連イベント
�「おとな旅・堺をあるけば」
朗読劇で出てくる場所や利休に

ちなんだ場所を巡ります。
講師 陸奥 賢
日時 １１月３日（祝日）午後１時３０
分～４時※荒天中止
料金５００円 定員 先着１５人
�「雪間の草」朗読ワークショップ
上演台本を声に出して読み、

「雪間の草」の作品を体感するワー
クショップです。利休の妻たえ役

の八田さんと一緒に、表現する楽
しさを味わってみませんか。
講師 高橋 恵（虚空旅団）、八田
麻住（（有）ライターズ・カンパ

ニー）
日時 １１月１５日（日）午後２～４時
３０分
参加費２，０００円 定員 先着１０人
�直接か電話、電子メールで氏名
（ふりがな）、電話番号、お住まい
の市区町村を同館へ。

ボランティア相談員募集
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来年の堺区成人式は１月１１日（祝
日）、フェニーチェ堺（翁橋町２丁１
―１）で開催するべく現在準備を進め
ています。なお今回は新型コロナウ
イルス感染症対策として、午前・午
後の２回での開催を予定していま
す。
今後の感染拡大の状況によって

は、オンラインなどでの開催になる
場合もあります。
開催方法などは、今後区広報紙や

堺区ホームページでお知らせしま
す。

�堺区役所自治推進課（�２２８―７０８２
�２２８―７８４４）

堺区成人式の開催につい堺区成人式の開催について堺区成人式の開催について令和３年

月州、浅香山、
大浜、陵西

午後の部
午後１時～１時３０分

殿馬場、三国丘、
旭

午前の部
午前１０時～１０時３０分

お住まいの中学校区開催時間
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１０月２０日
１１月１０日

１４：００～１６：００

１０月７日
１１月４日

１３：３０～１５：００

１０月７日
１１月４日

１３：３０～１５：００
今月は実施しません１０月２２日

９：３０～１１：００
１０月２日
１１月６日

１３：３０～１５：００

１０月７日
１１月４日

１５：００～１６：００
奇数月に実施

１１月５日
（１３：３０～１５：００）
今月は実施しません

ちぬが丘
保健センター

１０月６・８日
１４：００～１６：００
１０月２２日

９：１５～１１：１５

１０月８日
９：３０～１１：００

１０月８日
９：３０～１１：００

１０月８日
９：３０～１１：００

１０月１４・２７日
９：３０～１１：００

１０月９日
１３：３０～１５：００

１０月８日
１１：００～１２：００

１０月１３日
１１：００～１１：４０
１３：３０～１４：１０

奇数月に２回
コースで実施堺保健センター

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。

�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
ム個別おはなし会を
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。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。
●感染症対策の取り組みにご協力を
お願いします。

・検温、マスクの着用（保護者）、消毒
・検温時３７．５℃以上ある場合ご参加
いただけませんのでご了承ください
●新型コロナウイルス感染症拡大の
状況により、中止になる場合があり
ます。
日時 １０月２０日（火）１部：午前１０～
１０時３０分、２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―１）３Ｆプレイルーム
対象 堺区在住の未就園児の親子
�１０月７日午前１０時から電話で。先
着各２組。

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

�大浜プレミア 器械運動
ひとつ上の技術を求める方など、

本格的な器械運動に取り組むことを
目的としています。小学生参加の条
件として、一人で倒立・ブリッジな

どができるかのテストを行います。
申込方法などは直接大浜体育館へ。
日時 １０月７～２８日の水曜日・土曜
日、午後７～８時５０分
対象 小学生以上
費用 水曜日１０回コース７，０００円、土
曜日５回コース３，５００円。中学生・
高校生・一般の方は１回ごとに７００
円を券売機でお支払いください。

■１０月２７日～１１月９日は「読書週間」です。
■休館日 １０月５・１２・１９・２６日
■堺図書館サポーター�楽部設立２０周年記念パネル展示
堺図書館サポーター倶楽部の発足から現在までの活動を紹介します。

１０月１～１５日。中央図書館１階ロビーで。直接会場へ。無料。
■和漢書の世界をご案内～当館和漢書コレクションより～
漢籍（中国の古典籍）を展示します。１０月１～３１日。中央図書館ロビー
で。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 １０月４・１８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。
※読書会の情報は１面に掲載しています。

■ブックフェア

「自分を好きになる」「秋の夜長にミステリー」対象：一般向け

「外国語絵本」「この絵本、よんだことある？」１０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

※ブックフェアでは、月ごとにテーマに沿った本の展示・紹介をします。

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 １０月１７日（土）午後１時３０分～
４時（受け付けは午後３時３０分まで）

会場 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）

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 １０月３日（土）午後１～４時、
１０月２１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）

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
�オトナのためのお口の健康教室
いつまでも楽しくおしゃべりし、おいしく食事をするために、３回

コースで、歯周病予防の話や歯科検診、お口の筋力アップやご自身に
合ったお口のお手入れ方法などを学び、健康（健口）をめざす教室です。
日時１０月１５・２９日、１１月９日午後１時３０分～３時（２９日のみ個別に案
内〈概ね午後１時３０分～４時の間〉）
場所 堺保健センター 対象 全回参加できる堺区民の方
なお、教室を修了した方は、歯や口の健康づくり自主グループ

「８０２０開口健口の会」へ参加いただけます。
�電話か FAX で住所、氏名、生年月日、電話番号を書いて堺保健セ
ンターへ。先着１５人。
�ホームページ「食と健康」
堺保健センターでは、食を通じ

て健康で元気に過ごせるよう、食
生活にいかせる情報や堺保健セン
ターで行っているさまざまな取り
組みについて紹介しています。
内容は随時更新しています。上の２次元コードから「食と健康」のペ

ージをご覧いただけます。ぜひ、ご活用ください。

ちぬが丘保健センターちぬが丘保健センター
�はつらつシルバー世代の「おいしい料理勉強会」
～フレイル予防の食事～
フレイルとは、加齢とともに元気がなくなる状態のことで、健康な

状態と要介護の中間的な段階です。フレイル予防のための食事につい
てのお話と調理実演を行います。試食はありません。食欲が落ちてき
た方や体重が減ってきた方もぜひご参加ください。健康長寿をめざし
ましょう。
日時１０月２２日（木）午前１０～１１時３０分 場所 ちぬが丘保健センター
対象 市内在住の６５歳以上の方 持ち物 筆記用具
�１０月２日から電話か FAX で住所、氏名、電話番号を書いてちぬが
丘保健センターへ。先着１０人。

堺保健センターホー
ムページ「食と健康」

「ピアノで奏でる色彩の世界」と題
したピアノコンサート。出演は薄木
咲良さん、西前日菜子さん。曲目は
ちいさい秋みつけた、ハンガリー舞

曲など。
１０月９日（金）午後０時１０分から、
堺市役所高層館２１階展望ロビーで。
入場無料。先着３０人。午前１１時か

ら整理券を配布します。
�文化課（�２２８―７１４３ �２２８―８１７４）

3令和２年（２０２０年）１０月１日 次次ののペペーージジかからら広広報報ささかかいいでですす堺区広報


