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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

令和3年（2021年）第231号

堺堺堺堺堺堺堺堺堺堺堺堺区区区区区区区区区区区区広広広広広広広広広広広広報報報報報報報報報報報報堺堺堺堺堺堺堺堺堺堺堺堺堺堺堺堺堺堺堺堺堺堺堺堺区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区広広広広広広広広広広広広広広広広広広広広広広広広報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１月月月月月月月月月月月月月月月月号号号号号号号号号号号号号号号号月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号
た みや そういちろう

榎小学校４年生（応募時）田宮 蒼一朗

堺区は古ふんなどのいろいろな場所があ

って好きです。とくに、大仙古ふんが好き

です。だから、堺に「ありがとう」と思いな

がら書きました。

～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。月号

第838号1

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）

問石津町1丁15-21
☎241-0935
石津町1丁15-21
☎241-0935
石津町1丁15-21
☎241-0935

問戎之町東2丁1-38
☎232-2450
戎之町東2丁1-38
☎232-2450
戎之町東2丁1-38
☎232-2450
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問甲斐町東2丁1-29
☎221-0171
甲斐町東2丁1-29
☎221-0171
甲斐町東2丁1-29
☎221-0171
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問宿院町東２丁１-６
☎232-1029
宿院町東２丁１-６
☎232-1029
宿院町東２丁１-６
☎232-1029

1月末まで授与品をご用意
しておりますので、ごゆ
っくりご参拝ください。

例年通り戎祭を行います。
　　　1月９～11日
　　　10～22時まで
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問北三国ヶ丘町2丁2-1
☎232-1216
北三国ヶ丘町2丁2-1
☎232-1216
北三国ヶ丘町2丁2-1
☎232-1216

「左義長祭」とんど神事を
行います。
　　 1月15日
　　　９～16時まで
日時

とんど祭（左義長神事）
　　 1月15日　8～18時
初詣特別授与品は2月2日
まで

日時
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社
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●密を防ぐために、三が日を避けて年末や4日
以降などの分散参拝にご協力お願いします。

●参拝前の検温、参拝時のマスクの着用や手
指の消毒をお願いします。

詳しくは各神社へお問い合わせください。

例年通り石津の初戎を行い
ます。
　　　1月９・10日
　　　福授け９～21時まで
日時コロナ禍に

おける
初詣について

日時

問

遠出を控えて
近所で

　新年、明けましておめでとうございます。
　区民の皆さまにおかれましては、清 し々いお正月をお迎えでしょうか。
　現在、新型コロナウイルスは、第3波と呼ばれる感染拡大の状況が続き、各地で警
戒が強められているところです。区民の皆さまにおかれましては、引き続き基本的な感
染防止対策をお願いいたします。とりわけ、皆が集まる時期でもありますので、家庭内
感染にも十分ご注意ください。
　私も、堺区長に着任し3回目の新春を迎えました。この間の皆さまのご厚恩に対し、
改めまして厚くお礼を申し上げますとともに、本年もどうぞよろしくお願いいたします。
　さて、現在堺区では、10年先を見据えた区の「将来像」と、「郷土愛」「地域活力」「お
もてなし」「安全・安心」の４つをキーワードに今後5年間にわたる区政の方向性を記載
した「堺区チャレンジ（Challenge）プラン」（案）を策定し、広く区民の皆さまからご意見
を募集しています。
　コロナという未曽有（みぞう）の危機を、区民の皆さまと共に
乗り越えてまいりたいと願っておりますので、ぜひとも忌憚（きた
ん）なきご意見をお寄せください。
　結びにあたり、本年が皆さまにとりまして、幸多き素晴らし
い年となりますよう祈念しまして、年頭のご挨拶といたします。

　新年、明けましておめでとうございます。
　皆さまには健やかに新年を迎えられ、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
　旧年中は自治会活動に格別のご支援・ご協力をいただき誠にありがとうございま
した。自治会を代表して心より感謝申し上げます。
　さて昨年来から猛威を振るう新型コロナウイルス感染症により、社会活動のあり
方が一変いたしました。自治会活動におきましても活動の自粛や規模の縮小などに
より感染防止に努めてまいりましたが、一方で人と人との交流の場が少なくなること
で、地域社会のつながりが失われることを危惧しております。
　地域のつながりを絶やさないため、自治会活動も新型コロナウイルス感染に
充分注意を払いながら徐々に活動を再開していきたいと考えています。とりわ
けコロナ禍において課題となっています災害時の避難所開設について最優先に

取り組んでまいります。
　どうか皆さまにおかれましては、身近な活動や興味ある
活動をきっかけに、自治会活動に関心を持っていただき、
参加や協力、また自治会への加入をお願いいたします。
　結びにあたり、本年が皆さまにとって幸多き年となります
よう祈念いたしまして、年頭のご挨拶といたします。
堺区自治連合堺区自治連合
協議会会長協議会会長 久保　照男久保　照男

く　ぼ てる  お
堺 区 長堺 区 長西本　秀司西本　秀司

にしもと ひで  し

新年 明けま

新年のごあいさつ



環濠都市堺の魅力を再発見！
古地図アプリを使ったスタンプラリーを開催
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堺区チャレンジ（Challenge）プラン案　ご意見を募集
～あなたの声を聞かせてください～

このプランは１０年後の将来像を見
据え、今後５年間の区政運営の基本
方針を定めたものです。同プラン案
について、皆さまからのご意見を募
集します。
受付期間 １月２５日まで

詳しくは市役所市政情報センタ
ー、各区役所市政情報コーナー、各
図書館、堺区役所企画総務課にある
資料か、区ホームページ参照。
�堺区役所企画総務課（�２２８―７４０３
�２２８―７８４４）

１月２６日は

文化財防火デーです
毎年１月２６日は、「文化財防火デ

ー」です。文化財防火デーは、文化
財の火災が相次いだ昭和３０年に定め
られました。
堺消防署では、文化財周辺地域の

防災協力体制の推進や、火気使用制
限などを指導しています。
また、文化財保有事業所と合同で

消防訓練を実施し、堺市の貴重な文
化財を守るための訓練を行っています。
文化財建造物の多くは木造のた

め、火災が発生すると一瞬にして貴

重な財産が失われてしまいます。防
火について、改めて考えてみませんか。
�文化財防火デーに合わせた合同消
防訓練
日時 １月２５日（月）１４～１４時３０分
場所 本願寺堺別院

（堺区神明町東３丁１―１０）
※予告なく中止になる場合があります。
�堺消防署
（�２２８―０１１９ �２２８―４０８７）

キックバイクによる
初めての自転車教室
キックバイクによる
初めての自転車教室
主に令和２年１０月～令和３年２月

に堺区で３歳児健診を受けた幼児を
対象に「キックバイクによる初めて
の自転車教室」を実施します。
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 ３月１３日（土）９時３０分から１６

時１０分（１日６回開催で各回４０分）
会場 Mina さかい
（市役所高層館前）
事前申込は右記２

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

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
ご存じですか？
加齢による虚弱「フレイル」のこと
加齢とともに、心身の活力（身体

的機能や認知機能など）の低下がみ
られる状態のことをフレイルとい
い、健康な状態と要介護状態の中間
的な段階です。フレイルを予防する
ためには「あるく（身体活動）」「しゃ
べる（社会参加）」「たべる（食生活・
口腔機能）」がうまく循環することが

大切です。ご自身の健康を守るため
にも、今日からできることを始めま
しょう!
自宅でできる「堺あ・し・た!体

操」は市ホームページでも紹介して
います。
�堺基幹型包括支援センター（�２２８
―７０５２ �２２８―７０５８）

「堺」の書道作品の
展示場所変更
のお知らせ

令和２年７～９月にかけて、市内
在住・在学の小学３年生～中学生を
対象に募集した堺区広報紙題字「堺」
の入賞書道作品の展示を行います。
なお、予め受賞者の皆様にお伝え

した展示場所が市役所本館１階エン
トランスから変更となっております
のでご注意ください。
�「堺」の書道作品展示
日時 １月４～１４日９～２１時（４日の
み１２時からの展示となります。）
場所 市役所高層館１階北側ロビー
�堺区役所企画総務課（�２２８―７４０３
�２２８―７８４４）

次代を担う
新成人の門出を祝う
次代を担う
新成人の門出を祝う
日時 １月１１日 （月曜・祝日）

午前の部 １０～１０時３０分
午後の部 １３～１３時３０分

場所 フェニーチェ堺（堺区翁橋町２
丁１―１）
新型コロナウイルス感染症対策の

ため、下表のとおり２部に分けて開
催します。

●自分の出身中学校もしくは居住の
中学校区の時間にご参加願います。
●会場ではマスクを必ず着用してく
ださい。
●入場は新成人に限ります（介助が
必要な方は問合せ先へご連絡くださ
い。）
●当日は、先にお送りした案内はが
きを持参してください。
●会場及び周辺には駐車できませ
ん。お車での来場はご遠慮くださ
い。

なお堺区成人式は、新型コロナウ
イルスの感染拡大により
式典を中止する可能性が
あります。最新の情報は
市ホームページ（右記２
次元コードから）でご確認ください。
式典の開催有無に関わらず、堺市

成人式動画を当日に配信いたしま
す。動画の視聴方法については、１１
月下旬に対象となる新成人の皆様宛
てに送付している案内はがきに掲載
しています。
�堺区役所自治推進課（�２２８―７０８２
�２２８―７８４４）か子ども育成課（�

２２８―７６１３ �２２８―８３４１）
今年の成人式は私たちが
企画・運営しています

令和3年堺区成人式若者実行委員の皆さん

かつて環濠都市として栄えた堺。
その当時のまちの区割を再現した古
地図アプリを使ったスタンプラリー
を開催。無料。
アプリのダウンロードは各ストア

から「ambula map」で検索、また
は右記２次元コードから（堺の古地
図は１月２３日配信予定）。
�地図アプリスタンプラリー
日時 １月２３日～２月１４日
ウオーキング、散歩、サイクリン

グなど好きな方法
で、好きな時間にア
プリを使い散策して
ください。抽選で堺
の名産品をプレゼン
ト。
その他関連イベン

トも開催。詳しくは広報さかい１６ペ
ージへ。�観光推進課（�２２８―７４９３
�２２８―７３４２）か堺環濠プロジェク

ト事務局（�２２７-２７８１）

月州、浅香山
大浜、陵西

午後の部
１３：００～１３：３０
（入場開始は１２：００～）

殿馬場、三国丘
旭

午前の部
１０：００～１０：３０
（入場開始は９：００～）

お住まいの中学校区開催日時

昨年の展示の様子

新型コロナウイルスへの感染
防止のため、自宅で過ごす時
間が多くなり、運
動不足になってし
まったり、気分が
落ち込みがちにな
ります…。 相談者

〈成人式の中止の判断について〉

前
回
の
様
子
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１月５・１９日
１４：００～１６：００

１月６日
２月３日

１３：３０～１５：００

１月６日
２月３日

１３：３０～１５：００

２月２２日
１４：３０～１５：３０
今月は実施しません

１月２８日
９：３０～１１：００

１月１２日
２月５日
午後

１月２８日
１０：００～１０：４０
１１：００～１１：４０

今月は実施しませんちぬが丘
保健センター

１月１４・１８日
１４：００～１６：００

１月１４日
９：３０～１１：００

１月１４日
９：３０～１１：００

１月２０日
９：３０～１１：００

１月１３・２６日
９：３０～１１：００

１月８・１５日
午後

１月１３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
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
�減らしおキッチン（減塩メニュー提供協力店）をご利用ください
健康な食生活を応援するため、区内協力店舗６店にて、減塩メニュ

ーが販売されています。「１食あたりの食塩相当量が3g 以下のメニ
ュー」と、「塩分濃度が１％以下の汁物」の２種類です。販売期間は３
月まで。

■休館日 １月１～４・１８・２５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）

■中央図書館の催し【読書会】 場所：１階集会室

※決められたテーマや本を読み、感想などを語りあいます。興味のある方は中央図書館までお問い合わせください。

山本周五郎著「さぶ」１月２２日（金）
１０：３０～１２：００堺市図書館友の会

テーマ：笑う門には福来たる
�笑えちゃう絵本�を集めて

１月２１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。

「快眠!」「ジェンダー問題を知ろう
自分らしく輝くために」対象：一般向け

「あいさつしよう」「この本、読んでみて!」対象：子ども向け

堺市駅前分館中央図書館名称・対象

■移動図書館
１月１７・３１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。

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

�小学生器械運動
個人の能力に応じた練習によっ

て、マット・跳箱・鉄棒の苦手意識
を無くし、できる喜びを体験してい
きます。
日時 毎週水曜日１７時３０分～１８時４０分
対象 小学１～６年生
費用 １期１０回５，０００円

�ジュニアスポーツ
運動スキルを伸ばすことのできる

大事な時期にさまざまな運動やゲー
ムを楽しみながらスポーツに関する
多くの動きを習得します。
日時 毎週金曜日１７時３０分～１８時４０分
対象 小学１～４年生
費用 １期１０回５，０００円
�登録用紙を記入のうえ、直接大浜
体育館へ。
詳しくは当館までお問い合わせく

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。

�～今こそしっかりお口のケアを!～
「どーすればいいの？はじめてのお口のケア」動画
お家にいる時間が長くなると、どうしてもおやつをダラダラと食べてし

まいがちですね。ダラダラとしたおやつ（ジュースも含む）が習慣となると
口の中は、むし歯ができやすい状態になります。時間を決めて食べましょ
う。また、食べた後は、歯みがきも忘れずに。特に生え
始めたばかりの乳歯はむし歯になりやすいです。しっか
りケアしてあげましょう。
仕上げみがきのポイント動画を作成しま

した。右記２次元コードから、動画をご覧
いただけます。

協力店舗の詳しい情報や提供メニューの写真は、
市ホームページ（右記２次元コードより）に掲載します。
�堺保健センターまたは健康医療推進課（�２２２―９９３６
�２２８―７９４３）

森のキッチンの汁物
堺区南瓦町３番１号
堺市役所本館地下１階森のキッチン

塩分濃度が
１％以下の
汁物

GRANオリジナル味噌汁
堺区協和町４―４６５
耳原総合病院１階

グランの食堂
耳原総合病院店

GRANオリジナル味噌汁堺区南三国ヶ丘町１―１―１７自然食カフェGRAN
古墳ちゃんカレー堺区百舌鳥夕雲町２―２６５花茶碗

１食あたり
食塩相当量が
３ｇ以下の
メニュー

日替わり弁当堺区八千代通３―２６喫茶きらっと

たっぷり野菜のハンバーグ
弁当堺区少林寺町東２―１―２１Arestaurant

メニュー住所店名提供メニュー

�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。
日時 １月１９日（火）１部：１０～１０時３０分、２部：１０時４５分～１１時１５分
場所 堺市総合福祉会館（堺区南瓦町２―１）３階プレイルーム
対象 堺区在住の未就園児の親子
�１月６日（水）１０時から電話で受付。先着各回２組。
大人ママの子育てサロンを開催
同世代のママ同士、交流しませんか？子育てこと、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。
日時 １月１５日（金）１０～１１時３０分
場所 堺市総合福祉会館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
�１月８日（金）１０時から電話で受付。先着各回４組。
子育てCaféオンライン
オンラインでお話ししてみませんか？今回のテーマは「絵本・ふれあいあ
そび」。オンラインをやったことない方もサポートします。
日時 １月２７日（水）１０～１１時
対象 堺区在住の１歳の親子
�１月６～２０日に、堺区ホームページで。先着５組程度。詳し
くは右記２次元コードよりホームページ参照。

……………………………………………

……………………………………………………

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 １月１６日（土）１３時３０分～１６時
（受け付けは１５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）

ここんんににちちはは 保保健健セセンンタターー
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