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～堺区への思い～

榎小学校３年生（応募時）

鶴岡 さゆり

私は２年生の時に引っこしてきたのですが、堺区には世界いさんの仁徳

天皇陵古墳があり、とてもわくわくしました。私は堺区が大好きです。

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 編集・発行 堺区役所企画総務課
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世界文化遺産登録記念ロゴマーク

私たちと一緒に
いざという災害時に備えて、

活動しませんか？
阿波香織さん（39歳、公務員）

問詳しくは堺区ホームページ
または堺区役所自治推進課（☎228-7082）までお問い合わせください。
詳しくは堺区ホームページ
または堺区役所自治推進課（☎228-7082）までお問い合わせください。
詳しくは堺区ホームページ
または堺区役所自治推進課（☎228-7082）までお問い合わせください。

マスク 消毒液 体温計 スリッパ

コロナ禍の災害時の避難方法は何が変わったの？

詳しくは堺市ホームページ参照。

在宅避難や分散避難
も考えよう！
　自宅が安全な場合は自宅
にいることも避難です（在宅
避難）。自宅が危険な場所に
ある場合は、市が指定する
避難所の他、親戚や友人の
家に行くことも避難です（分
散避難）。

感染防止グッズも
準備しておこう！
　災害時にすぐ避難できるよう、必
要最低限の食料や日用品の他、感
染予防のためのマスクや消毒液な
ども非常用持ち出し袋に入れてお
きましょう。

防災サポーターってなに？　災害時に自分たちの住む地域や住民を守りたいという思いで、災害時の避難方法や避難所対応などの知識を学ぶため、防災訓練や防災出前講座などの地域の防災活動に参加しています。

　実際災害が起きた時
に、避難所対応などを積
極的にできるよう、日々
訓練などに参加して知
識を深めたいです。
大畑英之さん
 （25歳、会社員）
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 9月25日～27日の3日間、コロ
ナ対策を考慮した堺区避難所開設
訓練が行われました。受付時の検
温や、段ボールベッドの組み立て
方など感染防止対策を施した避難
所運営を学びました。

 9月25日～27日の3日間、コロ
ナ対策を考慮した堺区避難所開設
訓練が行われました。受付時の検
温や、段ボールベッドの組み立て
方など感染防止対策を施した避難
所運営を学びました。

 9月25日～27日の3日間、コロ
ナ対策を考慮した堺区避難所開設
訓練が行われました。受付時の検
温や、段ボールベッドの組み立て
方など感染防止対策を施した避難
所運営を学びました。

避難所
   開設訓練

の様子

福永陽菜さん 
（21歳、大学生）
　災害のニュー
スを見ていて、
自宅の近くにも
川や海があるの
で、防災に興味

を持ちました。広報紙で、堺区の防災
士資格取得費用の補助を知り、防災に
ついての知識を深めるため、防災士資
格を取得しました。今後は防災サポー
ターとして、自分の知識をさらに深め、
その知識を地域の防災訓練などで、住
民の方々に伝えていきたいです。

　小学校の放課後ルームの指導者
向けに、AED を使って応急処置
の訓練を行いました。今後も楽し
く防災について学べるような訓練
を行っていきたいです。
藤原正志さん （40歳、会社員）

防災士資格取得費用に
対する補助はあるの？

　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、および防災士資格取得後「堺区防災サポーター」に登録可能な方を対象に、防災士資格取得の費用を補助します。

防災サポーター
なるには？

　地域防災力の
向上のために自

分の力

を発揮したい方で
、防災士の資格を

有し

ている者、または
防災士の資格の

取得を

めざしている者を
対象に、防災サポ
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ー制度に登録でき
ます。
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現在、国勢調査を集計中

のため、掲載を
休みます。



11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

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・安全面を考

慮し、開催を中止します。
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（堺区自治推進課内 �２２８―７０８２
�２２８―７８４４）
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次のイベントを開催します。
内容等詳細は利晶の杜へ。

■SAKAI マルシェ ～秋の実り
～
日時１１月８日（日）１１～１６時（荒天
中止）
堺のおいしい野菜の他、ジュー

シーなソーセージや台湾のソウル
フード魯肉飯（ルーロハン）を販売
します。
同時開催する「フードドライブ」

のブースでは、堺区子ども食堂に
配分する食材を募集します。「賞
味期限までに食べられそうにな
い」「たくさん余っている」など、
ご家庭で眠っている食品をぜひお
持ち寄りください。
館内では、茶臼（ちゃうす）を挽

ける体験や和凧づくり、竹の花入
れ作りのワークショップの他、手
すき昆布の実演＆販売も開催しま
す。
直接会場へ。

�お茶挽き体験（展示観覧券を提
示）
時間１１～１６時 直接会場へ
�和凧づくりワークショップ
時間 �１１時～�１４時～（各回９０分
程度） 参加費 １,５００円 定員
各１０人
�当日９時より受付開始。直接会
場へ。
�竹の花入れ作り
時間 �１１時～�１３時～（６０分程
度） 参加費 １，５００円 定員 各
７人
�要事前申し込み。利晶の杜まで。

■与謝野晶子リーディング「おさ
なきころの…」私の生い立ちより
－
晶子が幼少期を思い出して書い

た自伝「私の生い立ち」をもとに朗
読します。
日時 １２月５・６日いずれも１１～
１２時、１４～１５時。
参加費１，５００円（展示観覧付き）
�電話、メール、来館で参加者氏
名（ふりがな）、電話番号を同館
へ。先着各２０人。

小学校就学前の
健康診断

来年、小学校に入学する子どもの
健康診断を下表のとおり行います。
１０月下旬頃に郵送で通知しておりま

すので、指定日に指定された小学校
で受診してください。通知が届かな
いときは、保健給食課へ連絡してく
ださい。
�保健給食課（�２２８―７４８９ �２２８―
７２５６）

紅葉に色づく同庭園を幻想的にラ
イトアップします。
日時１１月２１日（土）・２２日（日）・２３
日（月祝）・２８日（土）・２９日（日）の５
日間。日没後から２０時（最終入園１９
時３０分）まで。
費用 入園料大人２００円、子ども１００
円。小学生未満は無料（同伴者がい
る場合に限ります）。堺市在住の６５
歳以上の方、障害者の方は無料（要
証明書）。

�直接会場へ
�大仙公園日本庭園（�２４７―３６７０）

秋季夜間特別開園秋季夜間特別開園Ⅱ 『紅葉の宴』『紅葉の宴』大仙公園大仙公園
日本庭園日本庭園
大仙公園
日本庭園秋季夜間特別開園Ⅱ 『紅葉の宴』

大阪響やSACAY大阪響やSACAY大阪響やSACAY
おお さか きょう　　　　　　　　　　きょう　　　　　　　　　　　さかいさかいおお さか きょう　　　　　　　　　　　さかい

日時 １１月１１日（水）１２時
５分から
出演 米川さやか（ヴァイ
オリン）、伊藤瑳紀（ヴァ
イオリン）、南條聖子（ヴ
ィオラ）、大谷雄一（チェ
ロ）、大槻健太郎（コント
ラバス）
場所 市役所高層館２１階
展望ロビー
入場無料。１１時から整理
券を配布。先着５０人。�文化課（�２２８―７１４３ �２２８―８１７４）

１２月２３日（水）２３３―２５５２榎小学校

１１月２０日（金）

２３８―０００１三宝小学校

１２月８日（火）２４１―２１５１神石小学校２４１―２９７７大仙西小学校

１２月３日（木）
２３２―１１２６少林寺小学校２４４―６７７６新湊小学校

２３２―２８１８三国丘小学校１１月１９日（木）２３２―１０５６錦西小学校

１２月２日（水）２２８―５１８３錦綾小学校

１１月１２日（木）

２３３―３２２７熊野小学校

１１月３０日（月）２２１―８６６６英彰小学校２３８―０００３浅香山小学校

１１月２６日（木）２３８―５３４１安井小学校２２３―４６１０市小学校

１１月２５日（水）２３２―１０３６錦小学校１１月１１日（水）２４１―０８８８大仙小学校

日程電話番号学校名日程電話番号学校名

大阪交響楽団員による弦楽五重奏のコンサート。
曲目は「モンティ／チャルダッシュ」「バッハ／主よ、人の望みの喜び
を」など。

堺東で堺東で
フリマ開フリマ開催
堺東で
フリマ開催

問　堺まちクリエイト内事務局（☎090-6242-2770）か
商業流通課（☎228-8814  FAX228-8816）。

　　大小路筋。入場無料。直接会場へ。出店者も
随時募集中。

ハーバリウムボールペン作り体験
　１本500円

手作り雑貨や堺の特産品が大集合。フリーマーケットも開催します。

場所

￥

11月15日（日）
　　10～15時30分
1
　
1月1
　1 時1 時30
15日（日
0～15時

日）
時30
日
5時300分0分分0分分0分

ガシフリガシフリガシフリ

堺区ふれあいまつりの
開催中止について

2 令和２年（２０２０年）１１月１日堺区広報
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ちぬが丘
保健センター

１１月１２・１６日
１４：００～１６：００

１１月１２日
９：３０～１１：００

１１月１２日
９：３０～１１：００

１１月１８日
９：３０～１１：００

１１月１１・２４日
９：３０～１１：００

１１月１３・２０日
午後

１１月１２日
１１：００～１２：００

１１月１１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。

�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
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、少しお出掛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。
●感染症対策の取組にご協力をお願
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
日時 １１月１７日（火）１部：１０時～１０
時３０分、２部：１０時４５分～１１時１５分
場所 堺市総合福祉会館（南瓦町２―

１）３階プレイルーム
対象 堺区在住の未就園児の親子
�１１月４日１０時から電話で。先着各
２組。

大人ママの子育てサロン
子育てのこと、ママ自身のこと、

同世代だからこそ分かり合えること
もあるかもしれません。ダブルケア
（子育てと介護を同時に担うこと）の
お話もします。
日時１１月２７日（金）１０時～１１時３０分
場所 堺市総合福祉会館（南瓦町２―
１）３階プレイルーム
対象 堺区在住のおおむね４０歳以上
で３歳未満の親子
�１１月１０日（火）午前１０時から電話で
受付。先着４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

幼児・小学生向け教室受付
令和３年１月から始まる定期スポ

ーツ教室です。幼児を対象にした幼
児体操や、小学生を対象にしたジュ
ニアスポーツ、バスケットボール、

フットサルなどの教室があります。
詳しくは大浜体育館へ。
対象 幼児・小学生
費用 １期１０回５，０００円
�１１月２１日（土）９時から直接当館へ

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
�簡単おせち料理講座
家庭で簡単に作れるおせち料理の実演を行います。おせち料理って

難しそうと感じておられる方、初めておせち料理に挑戦しようと思っ
ておられる方におすすめの講座です。試食
はありません。
日時１２月１１日（金）１３時３０分～１５時００分
場所 サンスクエア堺（堺市駅前） 料理実
習室 持ち物 筆記用具
�１１月２日から電話か FAX で堺保健セン
ターへ。先着１２人。

�おいしく減塩『減らしお講座』
おいしく減塩するための講話と調理実演を行います。

減塩の方法が分からない方や、減塩するとおいしくない
のではと思っておられる方におすすめの講座です。試食
はありません。
日時 １２月４日（金）１３時３０分～１４時３０分 場所 サンス
クエア堺（堺市駅前） 料理実習室 対象 おおむね７４歳以下の方
持ち物 筆記用具、家庭で作ったみそ汁５０�（汁を容器に入れたもの）
�１１月２日から電話か FAXで堺保健センターへ。先着１２人。

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

子育てと介護の両方でお悩みの
方、ダブルケア相談窓口をご存じで
すか？
ダブルケア相談窓口（基幹型包括

支援センター）では、子育てと介護
のお悩みに関する相談に対応し、必

要に応じて情報提供や助言・関係機
関との連絡調整など総合的に支援し
ます。
ダブルケアとは？
同時期に子育て（１８歳未満の子ど

もや孫）と介護の両方を行っている
状態です。
たとえば…
・子育てしながら、親の介護もされ
ている方
・孫の世話をしながら、配偶者の介
護をされている方など。
�堺基幹型包括支援センター（�２２８
―７０５２ �２２８―７０５８）

　子育てと介護の
両方の相談ができ
るところはありま
すか？ 相談者

■休館日 １１月２・９・１６・３０日

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
１１月１・１５・２９日、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】

佐藤正午著「月の満ち欠け」１１月２７日（金）
１０：３０～１２：００堺市図書館友の会

１階集会室で。
テーマ：「こどものとも」
は、６４歳―今も読み継がれ
る人気の絵本―

１１月１９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。

「文豪の世界」
「みんなが選んだビブリ
オバトル」
「科学道１００冊２０２０」

対象：一般向け

「おいしい�やさい」「はたらくってなんだろ
う」

１１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

減塩応援
コンブちゃん

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１１月７日（土）１３～１６時

１１月１８日（水）１８～２１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�１０～１６時）へ。
�同会堺支部か市民人権総務課（�
２２８―７５７９ �２２８―０３７１）

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。

3令和２年（２０２０年）１１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


