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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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堺区役所

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232号
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はやし うた は

榎小学校４年生（応募時）林 詩葉

私のおじいちゃんもお母さんも私も堺で

育ったので、私は堺が好きです。堺は、都

会の部分と田舎の部分があってとても住み

やすい所が良いと思います。

～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。

地域の見守り地域の見守り 防災訓練防災訓練

交流の場交流の場

自治会は地域を支える自治会は地域を支える自治会は地域を支える
　自治会では、地域の見守りや
災害に備えた防災訓練、交流を
深めるための行事などさまざま
な活動を行っています。

防犯灯
カメラの設置・維持管理

子どもの見守り活動

青色防犯
パトロール巡回

浅香山
校区

堺区役所自治推進課（☎228-7082　FAX228-7844）堺区役所自治推進課（☎228-7082　FAX228-7844）堺区役所自治推進課（☎228-7082　FAX228-7844）問

ハロウィンフェスタ2020ハロウィンフェスタ2020
　地域の人とふれあい、顔見知りになることで、　地域の人とふれあい、顔見知りになることで、
いざという時に助け合えるまちづくりをめざして、いざという時に助け合えるまちづくりをめざして、
浅香山校区地域交流まちあるき事業を実施。浅香山校区地域交流まちあるき事業を実施。

ハロウィンフェスタ2020
　地域の人とふれあい、顔見知りになることで、
いざという時に助け合えるまちづくりをめざして、
浅香山校区地域交流まちあるき事業を実施。

堺区各校区の防災訓練に加え、堺区各校区の防災訓練に加え、
9月25～27日9月25～27日

避難所運営訓練避難所運営訓練（旧湊小学校）（旧湊小学校）
　新型コロナウイルス感染症拡大防止を　新型コロナウイルス感染症拡大防止を
念頭に置いた避難所運営の訓練を実施。念頭に置いた避難所運営の訓練を実施。

堺区各校区の防災訓練に加え、
9月25～27日

避難所運営訓練（旧湊小学校）
　新型コロナウイルス感染症拡大防止を
念頭に置いた避難所運営の訓練を実施。

YouTubeでYouTubeで
校区活動紹介！校区活動紹介！
　コロナ禍でみんなで　コロナ禍でみんなで
集まって活動ができな集まって活動ができな
い中でも、人と人とのつい中でも、人と人とのつ
ながりが薄れることがながりが薄れることが
ないよう、自宅で視聴でないよう、自宅で視聴で
きる校区活動紹介の動画を作成きる校区活動紹介の動画を作成。

YouTubeで
校区活動紹介！
　コロナ禍でみんなで
集まって活動ができな
い中でも、人と人とのつ
ながりが薄れることが
ないよう、自宅で視聴で
きる校区活動紹介の動画を作成。

錦綾
校区

底力！底力！底力！
　特に災害時には、ご近所同士の協力が大きな力となります。
自治会に加入し、幅広い活動を通じて助け合いによる地域の
つながりを強めていきましょう。

　特に災害時には、ご近所同士の協力が大きな力となります。
自治会に加入し、幅広い活動を通じて助け合いによる地域の
つながりを強めていきましょう。

いざという時、あなたの周りに
助け合える人はいますか？

いざという時、あなたの周りに
助け合える人はいますか？

新型コロナウイルス感染対策新型コロナウイルス感染対策
を踏まえた「避難所運営マニュを踏まえた「避難所運営マニュ
アル」の配布アル」の配布
　避難所における感避難所における感
染拡大防止を目的に染拡大防止を目的に
策定した堺市避難所策定した堺市避難所
運営マニュアルを各運営マニュアルを各
自治会に配布。自治会に配布。

新型コロナウイルス感染対策
を踏まえた「避難所運営マニュ
アル」の配布
　避難所における感
染拡大防止を目的に
策定した堺市避難所
運営マニュアルを各
自治会に配布。

募集期間 2月26日（金）24時まで
応募方法 ①Instagramの利用登録
　　　　 ②堺区公式インスタグラム＠sakaiku_officialをフォロー
　　　　 ③写真を撮影（過去に撮影した写真も応募可）
　　　　 ④ハッシュタグ「#sakaikusmile」をつけ、
                キャプションに写真のタイトル、写真の説明を投稿

堺区役所企画総務課（☎228-7403　FAX228-7844）問

副 

賞

ベストPhoto賞……
ベストスマイル賞…
堺らしさ賞…………
ユーモア賞…………

堺区オリジナルノベルティグッズや堺の特産品など 5,000円相当　1人
堺区オリジナルノベルティグッズや堺の特産品など 5,000円相当　1人
サカエル＆み そさかいマスクケース 5 枚セット　 複 数
サカエル＆み そさかいマスクケース 5 枚セット　 複 数

コロナ禍をみんなで乗り越えよう！コロナ禍をみんなで乗り越えよう！堺区スマイルフォトコンクール堺区スマイルフォトコンクール
　外出自粛や大人数での会食自粛など、さまざまな楽しみが奪われ、気持ちが落ち込んでいるコロナ禍に、みんなが笑顔に、

元気になれるような写真を募集します♪堺らしさが感じられる写真に贈られる「堺らしさ賞」もご用意しています！
　外出自粛や大人数での会食自粛など、さまざまな楽しみが奪われ、気持ちが落ち込んでいるコロナ禍に、みんなが笑顔に、

元気になれるような写真を募集します♪堺らしさが感じられる写真に贈られる「堺らしさ賞」もご用意しています！

応募資格など詳しくは
堺区インスタグラムか
ホームページ参照
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「社会を明るくする運動」
作文コンテストで堺区から3人が受賞

市長賞
小林 成汰さん
（大仙小６年）

「つくろう居場所と
いう名の窓口を」

中学校長会会長賞
田中 沙羅さん
（陵西中３年）
「犯罪や非行を
なくすために」

保護司会連絡協議会
会長賞

佐伯 亮太さん
（安井小６年）
「いじめ」

「社会を明るくする運動」は、犯罪や非行をした人たちの立ち直りにつ
いて、みんなで考え、犯罪や非行が起きない明るい社会をつくるために
行われています。
この運動への理解を深めてもらうために、毎年小・中学生を対象に作

文コンテストを行っています。今年は審査の結果、堺区から次の３人が
受賞されました。

なお堺市全体の応募作品数は、小学生の部が８２編、中学生の部が３８編
の合計１２０編でした。この中から市長賞をはじめ、１８人が受賞しまし
た。受賞作品は市ホームページでご覧になれます。
�「社会を明るくする運動」堺市推進委員会（堺市社会福祉協議会総務課
内 �２３２―５４２０ �２２１―７４０９）か長寿支援課（�２２８―８３４７ �２２８―８９１８）
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集団回収報償金の
申請は２月中に
昨年８月～今年１月に実施した古

紙や古布などの集団回収に対する報
償金の申請を次のとおり受け付けま
す。

受付期間 ２月２８日まで（土・日曜日
・祝日を除く）
受付場所 市役所本館３階堺区役所
自治推進課（�２２８―７０８２ �２２８―
７８４４）
申請書類や新規登録などについて

は、同課へお問い合わせください。

献血を実施します

献血のマスコットキャラクター
　けんけつちゃん

現在、新型コロナウイルス感染症
の影響により血液が不足していま
す。そのため、献血がより一層重要

になります。なお献血へのご協力は
不要不急の外出にはあたりません。
２月３日、神石校区自治連合会・

サカイ引越センター・堺陵東ライオ
ンズクラブによる神石校区献血を実
施しますので、多くの方々のご協力
をお願いいたします。
日時 ２月３日（水）１０～１６時
場所 サカイ引越センター本社（堺区
石津北町５６）
�堺市堺区献血推進協議会事務局
（堺区役所自治推進課内 �２２８―
７０８２ �２２８―７８４４）

市・府民税の申告は
２月１６日～３月１５日
令和３年度の市・府民税の申告を

２月１６日～３月１５日（土・日曜日、
祝日を除く）、９～１７時１５分、市役
所本館３階会議室で受け付けます。
期間中に申告をしてください。
対象者、持ち物など詳しくは本紙

と同時に配布している「市民税・府
民税の申告について」参照。
●咳・発熱（３７．５度以上）などの症状
がある方は、申告会場への入場をご
遠慮いただく場合があります。
●会場内では、マスクの着用をお願
いします。
●申告書は自宅で作成して郵送する
ことができます。３密を避けるた

め、郵送による申告書の提出にご協
力ください。
●申告期間中は大変混雑しますの
で、時間に余裕を持ってお越しくだ
さい。
また、庁舎整備工事もあり、駐車

場・駐輪場・周辺道路が大変混雑し、
入場できない場合もあります。公共
交通機関をご利用ください。なお、
公共交通機関の利用が困難な方を除
き無料駐車券は発行していません。
なお、所得税の確定申告をする方

は、市・府民税の申告の必要はあり
ません（広報さかい９ページに関連
記事あり）。
�市民税課ナビダイヤル（�０５７０―
００１―７３１）か同課（�・�は区広報１
ページ参照）

犬の散歩はマナーを
守って行いましょう
犬の散歩はマナーを
守って行いましょう
犬のフン・尿の放置や放し飼いで

迷惑している方が非常にたくさんい
ます。犬の飼い主は次のマナーを守
って、近隣に迷惑をかけないように
しましょう。
�フン・尿は自宅敷地内でできるよ
うしつけをする。
�散歩には、フンをとるためのビニ
ール袋や、尿を流すための水を入
れたペットボトルなどを必ず持っ
て出かける。
�散歩時にしたフンは飼い主が責任
をもって始末する。フンは絶対に
路上に放置せずにビニール袋に入
れるなどして必ず持ち帰り、一般
ゴミとして出す。
�尿をしたらペットボトルの水で流
す。
�他の人や犬を怖がらせたり迷子に
なったりしないように、犬を放す

ことなく必ずつないで散歩させ
る。
�身元が分かるように、名前・電話
番号を書いた迷子札や鑑札、狂犬
病予防注射済票を必ず首輪につけ
る。

野良猫への無責任な
餌やりはやめましょう
野良猫への無責任な
餌やりはやめましょう
餌を放置したりばらまいたりする

と、猫だけでなく虫やカラスも集ま
るなど近隣の生活環境の悪化につな
がります。
また、不妊手術を行わないまま野

良猫に餌だけを与えると猫が増え、
糞尿被害の増加や猫の間での感染症
のまん延、交通事故死などを招きま
す。餌を与えるのならその命に責任
をもって、置き餌はせず、不妊手術
や糞尿の始末などを行い近隣住民の
理解を得られるようにしましょう。
�動物指導センター（�２２８―０１６８
�２２８―８１５６）

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
パネル展を開催します
期間２月１５～２６日
〇認知症予防パネル展
認知症の正しい理解や認知症の方

を支える制度や取り組み、グループ
ホームの入居者による作品の展示を
行います。
場所 市役所本館１階中央エントラ
ンスホール
〇高齢者虐待防止パネル展
介護負担から高齢者虐待につなが

ることがあります。地域で暮らす高
齢者や介護者の孤立をなくすための
「気づき」「声かけ」「つながり」に関す
る取り組みなどを紹介します。
場所 市役所本館１階エントランス

ホール階段下
※初日は午後からの開催となります
パネル展では各種資料を準備して

いますが、相談や質問のある方は就
業時間内であれば、市役所本館３階
基幹型包括支援センターにお立ち寄
りください。また、お近くの地域包
括支援センター（TEL・FAX いずれ
も１ページ参照）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）

簡単で便利な郵送による申告がおすすめです。
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２月１６日
３月２日

１４：００～１６：００

２月３日
３月３日

１３：３０～１５：００

今月は実施しません
３月３日

１３：３０～１５：００
２月２２日

１４：３０～１５：３０
２月２２日

１４：３０～１５：３０
２月５日
３月５日

１３：３０～１５：００
奇数月に実施

２月１８日（１３：３０～１５：００）
２月２２日（１３：３０～１４：３０）
３月４日（１０：００～１１：３０）

ちぬが丘
保健センター

２月２日
１４：００～１６：００
２月２５日

９：１５～１１：１５
今月は実施しません今月は実施しません２月１８日

９：３０～１１：００
２月１０・２４日
９：３０～１１：００

２月１２日
１３：３０～１５：００

２月１０日１０：００～１０：４０
１１：００～１１：４０

２月１７日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・管理栄養士な
どによる相談

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
�子育て世代のためのバランス弁当講座
子どもの成長に応じた弁当箱のサイズの選び方、栄

養バランス、詰め方のポイントなどの話と簡単な実演
を行います。試食はありません。
日時 ３月４日（木）①１０～１１時３０分②１３時３０分～１５時
場所 サンスクエア堺（堺市駅前）
対象 子育て中の方やお弁当作りをされる方。託児はありません。
持ち物 筆記用具
�２月２日から電話か FAX で住所、氏名、電話番号、希望時間を堺
保健センターへ。先着各６人。

�☆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ついて話します。自宅の汁物の塩

分濃度チェックもできます。
日時 ２月２５日（木）①１０～１０時４０分②１１～１１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。
�２月２日から電話か FAX で住所、氏名、電話番号、希望時間を堺
保健センターへ。先着各６人。

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

■休館日 ２月１・８・１５・２２日

■図書館サポーター養成講座
図書館活動をサポートいただくボランティアの養成講座を開催しま

す。受講後は堺市立図書館で、本の修理や装備、書架整理などの活動に
ご参加いただけます。
日時 ３月１１日１３～１５時
場所 中央図書館１階集会室
�２月２日１０時から直接か電話・メール・FAX で中央図書館へ。先着
１０人。（１５歳以上、中学生不可）

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）

※決められたテーマや本を読み、感想などを語り合います。興味のある方は、中央図書館までお問合せください。

山本周五郎著「さぶ」２月２６日（金）
１０：３０～１２：００堺市図書館友の会

テーマ：「この本どう思う？」２月１８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

※ブックフェアでは、月ごとにテーマに沿った本の展示・紹介をします。

「英語を楽しもう」「甘味を楽しむ」対象：一般向け

「やせいのどうぶつ」「元気いっぱい!」対象：子ども向け

堺市駅前分館中央図書館名称・対象

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
目的とします。

日時 ２月１０・１７・２４日の水曜日
１９～２０時５０分
２月２０日の土曜日
（前期）１７時４０分～１８時４０分
（後期）１９～２０時５０分

対象 小学生以上 費用 １回７００円
�当日券売機にてチケット購入
詳しくは大浜体育館へ。

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 ２月１３・２０・２７日１３～１６時、
２月１７日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拡大防止のため、オン
ラインで開催します。オンラインが初めての方も
サポートしますのでお気軽にご参加ください。

子育てフレンドルーム
個別おはなし会
オンラインで子育てのこと、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 ２月１６日（火）１０～１１時
対象 堺区在住の未就園児の親子
�２月３～１０日までにホームページ
（右記２次元コード）か
ら。先着４組程度。

子育て支援コーディネーター
オンライン講座
入園に向けて授乳はどうしよう？

仕事と両立できるかな？などの不安
は誰にでもあります。
「こども園入園準備」をテーマに助
産師と一緒にお話をして、不安を解
消しましょう。
日時 ２月２４日（水）１０～１１時
対象 ４月から保育施設への利用が
決定している０歳児クラスと１歳児
クラスの親子
�２月５～１７日までにホームページ
（右記２次元コード）から。先着４組
程度。 ■ブックフェア

■中央図書館の催し【読書会】 場所：１階集会室

■移動図書館 ２月１４・２８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。

講演し、予防のための運動を実践します。動きやすい服装でお越しく
ださい。
日時 ３月１０日（水）１０～１１時３０分（９時４５分より受付開始）
場所 人権ふれあいセンター（堺区協和町２丁６１―１）２階メインホール
講師 健康運動指導士・叶屋友義さん
持ち物 上靴、筆記用具、タオル、飲みもの
�２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３０人。

�ロコモ予防講演会～自分でできる!ロコモ予防のための運動～
ロコモティブシンドローム（ロコモ）は、骨や筋肉、関節などが衰

え、移動機能が低下した状態のことです。ロコモの基礎知識について

ちぬが丘保健センターちぬが丘保健センター
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