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�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
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熊野小学校３年生（応募時）太田 蒼

おじいちゃん、おばあちゃん、おかあさ

ん、おとうさんがそだった堺でわたしも大

きくなります。わたしの子どものときまで

ずっといい町でいてほしいです。

～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 編集・発行 堺区役所企画総務課

「人のうごき」コーナーは
現在、国勢調査を集計中

のため、掲載を
休みます。

堺イルミネーション2020（大小路エリア）：堺市中心市街地活性化協議会事務局（堺まちづくり(株)内☎275-6630　FAX275-6693）
堺イルミネーション2020（大道筋エリア）：（公社）堺観光コンベンション協会（☎233-5258　FAX233-8448）
堺イルミネーション2020（大小路エリア）：堺市中心市街地活性化協議会事務局（堺まちづくり(株)内☎275-6630　FAX275-6693）
堺イルミネーション2020（大道筋エリア）：（公社）堺観光コンベンション協会（☎233-5258　FAX233-8448）
堺イルミネーション2020（大小路エリア）：堺市中心市街地活性化協議会事務局（堺まちづくり(株)内☎275-6630　FAX275-6693）
堺イルミネーション2020（大道筋エリア）：（公社）堺観光コンベンション協会（☎233-5258　FAX233-8448）

問

【投稿方法】
①堺区公式インスタグラム＠sakaiku_officialをフォロー
②堺区内で素敵な写真を撮影
　　　③ハッシュタグ #sakaikuphotoをつけて投稿

光きらめく冬の街に出かけよう光きらめく冬の街に出かけよう光きらめく冬の街に出かけよう
堺イルミネーション2020 12月1日～1月15日　17時～23時30分

シャンパンゴールドのイルミネーションが華やかに彩
られた冬の街並みをお楽しみください。

　電飾を飾り付け、華やかに彩った
自転車タクシーを展示します。
　　 12月1・7・14・21日
　　 17時～18時40分
　　 市民交流広場（市役所高層館前）
　堺まちづくり株式会社（☎275-
6630　FAX275-6693）

さかい利晶の杜
　さかい利晶の杜を色とりどりのイルミネ
ーションが彩ります。
　　 12月1～25日、18～23時　　さかい
利晶の杜（☎260-4386　FAX260-4725）

？？

日時

日時

場所

問

＠sakaiku_photo

あなたの写真で
堺区の魅力を
発信しよう！

問

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）

どんな自転車タクシーにどんな自転車タクシーに
なるのかな？なるのかな？

どんな自転車タクシーに
なるのかな？

光り輝く自転車タクシーが登場！光り輝く自転車タクシーが登場！光り輝く自転車タクシーが登場！光り輝く自転車タクシーが登場！光り輝く自転車タクシーが登場！

詳しくは広報さかい13ページへ。

ぜひイルミネーションで
彩られた街も撮影してね♪

#sakaikuphoto のハッシュタグをつけて投稿いただいた写真を一部紹介します

今後も投稿いただいた
写真を広報紙にて
紹介していくよ！

皆さんからの投稿
お待ちしています！

みなさんが発信しているみなさんが発信している
堺区の魅力を紹介します堺区の魅力を紹介します
みなさんが発信している
堺区の魅力を紹介します
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さかい利晶の杜
堺区宿院町西2丁1-1

☎260-4386　FAX260-4725

冬の賑わい

次のイベントを開催します。
内容等詳細は利晶の杜へ。
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幼年消防クラブ防災絵画幼年消防クラブ防災絵画展幼年消防クラブ防災絵画展
堺消防署では１２月２４日から３１日ま

での歳末火災予防運動にあわせ、火
災予防の啓発を目的に幼年消防クラ
ブ防災絵画展を行います。
開催期間１２月１５～２７日
場所 堺市役所高層館１階ロビー
幼年消防クラブ員が火災のないま

ちを願って描いた作品をぜひご覧く

ださい。
�堺消防署予防課（�２２８―０１１９ �
２２８―４０８７）

献血のマスコット
キャラクター
けんけつちゃん

１２月は「大阪府献血推進」月間で
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。
日時 １２月１０日（木）１０時～１１時３０
分、１２時３０分～１６時３０分
場所 市役所本館エントランスホー
ル
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。
�堺区役所自治推進課（�２２８―７０８２
�２２８―７８４４）

VIEW21コンサート
堺シティオペラによる「オペラを

楽しもう」～ヘンゼルとグレーテル
&愛の妙薬～を公演します。出演は
柏山恵菜、宮本佳奈、水野智絵、李
裕璃、大村夢、宮崎優也。
１２月１１日（金）１２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４０人。１１時から会場にて
整理券を配布します。
なお、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。
�文化課（�２２８―７１４３ �２２８―８１７４）

■SAKAI マルシェ
～冬の賑わい～
ステーキやクレ

ープのキッチンカ
ー他、人気のヒストリックカーが
登場。一緒に写真が撮れます。
ワークショップでは「クリスマ

スリース作り」や「グリーティング
カード作り」を開催します。
日時１２月６日（日）１１～１６時（荒天

中止）
�クリスマスリース作り
時間１１～１６時（随時受付）
参加費１，１００円
定員 先着２０人
�当日９時より
直接さかい利晶
の杜へ。
�グリーティングカード作り

�１１時～�１３時３０分～
�１５時～

参加費１，０００円
定員 各回５人
�当日９時より直接
さかい利晶の杜へ。
関連記事�広報さかい３ページ

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１２月５日（土）１３～１６時

１２月１６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）

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
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１２月６日（日）１１～１６時（荒天中
止）
場所 さかい利晶の杜
（宿院町西２丁１―１）
SAKAI マルシェ内

�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）

2年前の様子

出演サークル・展示作品を募集出演サークル・展示作品を募集出演サークル・展示作品を募集
第21回堺区民文化祭 3月6・7日

来年３月６、７日にフェニーチェ堺（堺区翁橋町）で開催する「第２１回堺
区民文化祭」の出演サークル・展示作品を募集します。（出演の部は３月７
日のみ）
今年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、規模を縮小し、感染

防止対策の取り組みを実施した上での開催となります。参加無料。
�堺区内の市施設にある応募用紙（市ホームページからもダウンロード可）
かはがき、FAX、電子メールで堺区ふれあい事業実行委員会事務局（〒
５９０―００７８ 堺市堺区南瓦町３―１ 堺区役所自治推進課内�２２８―７０８２ �
２２８―７８４４ 電 子

メールsakaijisui@city.sakai.lg.jp）へ。どちらの部も応募者多数の場合は抽
選となります。詳細は、市ホームページ参照。

�出演の部�
応募資格 �出演人数が２人以上２５
人以下のサークルで、堺区在住のメ
ンバーで構成されていること�フェ
ニーチェ堺の小ホールの舞台上で発
表できるものであること（同一人物
が複数のサークルでの出演は不可。
同一の教室等から複数のサークルの
応募は不可）。
内容 洋楽、邦楽、洋舞、邦舞、謡
曲、詩吟など（カラオケは不可）。
時間 １サークル１０分以内。演目は
３曲以内。
出演団体数 ３団体程度
応募締切１２月１８日（金）必着

�展示の部�
応募資格 堺区在住の方
内容 絵画、写真、彫刻、書道、工
芸、手芸 展示規定 �各種絵画は
１５号以内�写真は半切以内（組写真
なし）�書道は半切以内（それぞれ額
装・仮額装のこと。書道は軸装でも
可）�彫刻・工芸・手芸の造形作品
は縦４５㎝×横５０㎝×高さ５０㎝以内�
壁面使用の作品には必ずつり下げひ
もをつけること
作品数４０作品程度
応募締切 １月１５日（金）必着
搬入日 ３月５日（金）
搬出日 ３月７日（日）

時間

2 令和２年（２０２０年）１２月１日堺区広報



１２月１５日
１月５日

１４：００～１６：００

１２月２日
１月６日

１３：３０～１５：００

１２月２日
１月６日

１３：３０～１５：００
今月は実施しません１２月２４日

９：３０～１１：００
１２月４日
１月１２日
午後

奇数月に実施１２月３日
１０：００～１１：３０

ちぬが丘
保健センター

１２月１・１０日
１４：００～１６：００
１２月２４日

９：１５～１１：１５

１２月１０日
９：３０～１１：００

１２月１０日
９：３０～１１：００

１２月１０日
９：３０～１１：００

１２月９・２２日
９：３０～１１：００

１２月１１日
午後

１２月７日
１１：００～１１：４０
１３：３０～１４：１０

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
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 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。

堺保健センター堺保健センター
�カミカミ・パクパク離乳食講習会☆
３回食の進め方や離乳食の悩みに関する講話を行います。自宅の汁

物の塩分濃度チェックもできます。
日時１２月１７日（木）�１０～１０時４０分�１１～１１時４０分
場所 堺保健センター 対象 生後９～１１か月前後の子どもの保護者
持ち物 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
�１２月２日から電話か FAX で住所、氏名、電話番号を書いて、堺保
健センターへ。先着各１０人。

�～第二弾「おうちごはんを楽しもう」～「堺おうちグルメ」
冬休みのおうちで過ごす日に、おいしい料理を作ってみませんか？

「鶏肉のオレンジソース煮」と「炊飯器で作るパエリア」のレシピを紹介
します。クリスマスなどの行事や特別な日の献立にもぴったりな１品
を、おいしく、楽しく作ることができます。
下記の QR コードからご覧いただけます。是非、おうちで作って

みてください。

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

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

成年後見制度はご存知ですか？
成年後見制度とは、認知症、知的

障害、精神障害などの理由で判断能
力が十分でない方が自分らしく安心
して暮らせるように、本人の権利や
財産を守り、本人の意思を尊重した
生活ができるよう支援するための制
度です。
■成年後見人等ができること
・預貯金や不動産等の財産管理
・遺産相続や各種行政上の手続き
・不利益な契約を結んでしまった場
合の取り消し
・老人ホーム等の施設の入退所や介
護サービス等の契約など
成年後見制度についての相談は、

お近くの地域包括支援センター（１
ページ参照）へ。
�堺基幹型包括支援センター（�２２８
―７０５２ �２２８―７０５８）

■休館日 １２月１・７・１４・２１・２８～１月４日 堺市駅前分館の返却ポ
ストは、１２月２７日１０時から１月５日９時まで閉まります。
■知的書評合戦ビブリオバトル in さかい
おすすめの本を紹介し、１番読みたくなった本を決定する競技形式の

書評大会を開催します。テーマはフリー。無料。 日時 １２月２０日（日）
１４～１５時 場所 中央図書館１階集会室 �観戦者は来館・電話で氏名
と電話番号を中央図書館へ（先着１５人）。発表希望者は、来館・電話・メール
で氏名と電話番号、件名に「ビブリオバトル発表申込」を中央図書館へ
（先着５人）。

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）

■中央図書館の催し【読書会】 場所 １階集会室

原宏一著「ヤッさん」１２月２５日（金）
１０：３０～１２：００堺市図書館友の会

テーマ：この一年で心に残っ
た子どもの本

１２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。

「初詣に行く前に」「おもしろBOOKS探偵帖」対象：一般向け

「かぞくのきずな」「冬をおもいきり楽しもう
!」対象：子ども向け

堺市駅前分館中央図書館名称・対象

�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。
日時 １２月１５日（火）１部：１０～１０時
３０分、２部：１０時４５分～１１時１５分
対象 堺区在住の未就園児の親子
場所 堺市総合福祉会館（南瓦町２―
１）３階プレイルーム

�１２月４日（金）１０時から電話で受
付。先着各回２組。
子育てCaféオンライン
感染症が不安なときはオンライン

でお話ししてみませんか？
今回は「ねんね期の赤ちゃんとど

うやって遊ぶ？」をテーマに一緒に
お話しします。オンラインをやった
ことない方もサポートします。
日時１２月２３日（水）１０～１１時
対象 堺区在住のねんね期の親子
定員 先着５組程度
�１２月４～１８日まで、堺
区ホームページにて受
付。詳しくは右記二次元
コードよりホームページ参照。

■移動図書館 １２月１３・２７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。

相談者

最近物忘れが増えてきたり、
悪質な業者に騙されそうにな
ったりと、周りに頼れる親族も
おらず、今後の生活が不安で
す。自分のことを一
緒に考えてもらえ、
書類の手続きや契約
等を手伝ってもらえ
る制度はありますか？

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

登録制 楽しい!リズム体操
皆さんがご存知の懐かしい曲に合

わせて、楽しく体操しましょう。
日時１２月１４・２１日１３時２０分～１４時
５０分 対象 高校生以上 費用 １
回一般７００円、高校生５００円（当日支
払） �電話か直接大浜体育館へ
詳しくは当館までお問合せくださ
い。

検温検温検温 マスクマスクマスク 消毒消毒消毒・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。

感染症対策の取り組みにご協力を
お願いします。

QRコード
鶏肉の

オレンジソース煮
炊飯器で作る
パエリア
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