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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233号
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なが た ま き

賢明小学校５年生（応募時） 永田 茉希

私の祖母は７０年以上堺に住んでいます。

そんな祖母から昔の堺の様子を聞く事が私

は大好きです。歴史がたくさんつまった堺

が好きです。

～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。

都心まちづくり課（☎228-7514）都心まちづくり課（☎228-7514）都心まちづくり課（☎228-7514）問
パスポートさかい（☎228-3940）パスポートさかい（☎228-3940）問

アリーナアリーナ 武道館武道館

大浜体育館・大浜武道館大浜体育館・大浜武道館

スポーツ施設課（☎228-7567　FAX228-7454）スポーツ施設課（☎228-7567　FAX228-7454）スポーツ施設課（☎228-7567　FAX228-7454）問

子ども育成課（☎228-7612）子ども育成課（☎228-7612）子ども育成課（☎228-7612）問

OPEN

４月１日OPEN

5月6日OPEN

5月6日OPEN

3月1日OPEN

3月1日OPEN
歩行者デッキ歩行者デッキ

さかいっこ
ひろば
さかいっこ
ひろば

子どもとその保護者の
集い・憩い・交流・学びの場
子どもとその保護者の
集い・憩い・交流・学びの場

パスポートさかいパスポートさかい

安全・安心＆事前予約で
お待たせしない窓口
安全・安心＆事前予約で
お待たせしない窓口

堺東駅とジョルノビル、
市役所前をつなぐ
歩行者デッキ

詳しくは
広報さかい13ページへ

詳しくは広報さかい12ページへ

4月1日OPEN

4月1日OPEN

４４４月４月

パスポ トさかい（☎22（☎パスポ トさかい（☎22888 ）3940）3940）問

　　　 ジョル
ノビル2階には

図書館

　　 カウンター堺
東もオープン！

予約した本が借
りられます。2

4時間返却OK
！

中央図書館総
務課（☎244-3

811）
中央図書館総

務課（☎244-3
811）

中央図書館総
務課（☎244-3

811）

問

4月2日
OPEN
4月2日
OPEN

カフェレストランカフェレストラン

こふん前café IROHA（☎245-0168）か観光推進課（☎228-7493）こふん前café IROHA（☎245-0168）か観光推進課（☎228-7493）こふん前café IROHA（☎245-0168）か観光推進課（☎228-7493）問

百舌鳥古墳群
ビジターセンター（観光案内所）
百舌鳥古墳群
ビジターセンター（観光案内所）

堺市博物館堺市博物館

世界遺産課（☎228-7014）世界遺産課（☎228-7014）世界遺産課（☎228-7014）問学芸課（☎245-6201）学芸課（☎245-6201）学芸課（☎245-6201）問

大仙公園大浜公園

堺東駅前

３月OPEN
３月OPEN

ジョルノビル2階ジョルノビル2階

ジョルノビル3階ジョルノビル3階
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３月６・７日にフェニーチェ堺で
開催を予定していました「第２１回堺
区民文化祭（出演の部・展示の部）」
については、新型コロナウイルス感
染症拡大防止のため、来場者や関係

者の健康面・安全面を考慮し、中止
いたします。
�堺区ふれあい事業実行委員会事務
局（堺区役所自治推進課内 �２２８―
７０８２ �２２８―７８４４）

全焼火災が続いています！
今年に入り、堺区管内で火災が多

発しています。すでに建物火災が４
件発生し、うち２件が全焼していま
す。
冬季は空気が乾燥し暖房器具の取

り扱いが多いため、火災が発生しや
すい状況です。家庭や職場で火の取
り扱いに注意し、家の周りにごみ等
の放火の原因となるものは置かない
など、気を付けていただきますよう
お願いいたします。

春の火災予防運動
３月１～７日まで、全国一斉に春

の火災予防運動が実施されます。

�第１７回堺消防署防災写真展を開催
春の火災予防運動期間中（３月１

～７日）、市役所本館エントランス
ホール階段下で、火災予防の啓発を
目的とし、防火ポスターや「第１７回
堺消防署防災写真展」入賞作品の展
示などを行います。
�堺消防署（�２２８―０１１９ �２２８―
４０８７）

南島町に六丁を新設
住所の表し方も変わります
３月２９日（月）から、南島町の一部

において住所の表し方が変わりま
す。新たに南島町六丁を設置し、同
丁に住居表示を実施します。
住居表示制度は、市街地における

建物の住所を分かりやすくすること
を目的とし、土地の地番で表してい
る住所（○○番地）に替えて、建物ご
とにつけた番号（住居番号）を用いて
住所を表す制度です。実施後の住所
の表し方は、「南島町六丁○番□号」
となります。

南島町六丁などの住居表示を実施
した町で建物を新築される方は、堺
区役所市民課にお届けが必要になり
ます。�戸籍住民課（�２２８―８４７３
�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 ３月６・２７日１３～１６時

３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）

例年この時期は転勤、就職、進学
などで引越しが多く、転入・転出・
転居の手続きで窓口が混み合いま
す。このため、区役所では下記のと

おり転入・転出・転居の手続きに関
わる業務を行います。
開設日時 ３月２７・２８日、４月３・
４日、いずれも９～１２時
�各担当課（電話・FAX 番号は区広
報１ページ参照）へ

南島町六丁南島町六丁
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新町界・町名

子育て支援課児童手当の申請受け付け

保険年金課国民健康保険の資格取得・喪失の届け出、子ども医療などの医療費助
成の資格取得・喪失の届け出

市民課
住民異動届（就学相談が必要な場合を除く）
外国人住民居住地変更届、印鑑登録、戸籍届け出、住民票の写しなど
証明書の発行、マイナンバーカードなどの受け取り

区役所担当課特設窓口の主な取り扱い業務

春休み
休日窓口を開設

第２１回
堺区民文化祭開催中止のお知らせ

堺消防署からのお知らせ

堺山之口商店街でコミュニティの
醸成や商店街の賑わい再生をめざし
て特色ある複数のサークルを開講し
ている「堺ヤマノクチ大学」が、無料
体験会および特別企画講座を下表の
とおり実施します。

�無料オンライン体験会
ご自宅で好きな時間に学べるオン

ライン無料体験会も開催します!�
英会話�脳トレストレッチ体操�朗
読�住宅ローン借り換え講座�アロ
マを楽しむ�ウィズコロナ時代のラ
イフプランニングなど多くの講座を
ご用意!
オンライン体験の方には、スマホ

・パソコンの設定ガイドがありま
す。詳しくは一般社団法人日本生涯
学習普及協会まで。

３／１５・３／２２・３／２９ １０：００～１１：３０シニアパソコン

３／２２・４／５ １３：００～１４：５０カラオケサークル３／１７・４／７ １４：２０～１５：５０朗読

３／１０・３／１７・３／２４ １６：３０～１７：３０貯筋体操４／７・４／２１ １２：２０～１４：１０英会話

３／１０・３／２４ １２：２０～１４：１０絵画３／１７・３／２４ １１：１０～１２：１０童謡コーラス

開催日時講座名開催日時講座名

さかい利晶の杜
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堺区宿院町西2丁1-1
☎260-4386　FAX260-4725

■企画展「生誕１２０周年髙林和作―
サバクに立つ画家の眼差し―」
堺出身の洋画家・	林和作

（１９００～１９６８）の企画展を開催しま
す。戦後日本の洋画壇の状況を嘆
き、「サバク」に例えた	林は、青
を基調に色の対比を意識しながら
線描を重ねる作風を確立させまし
た。固有色にとらわれず純粋な色
彩で表現した	林の創作の軌跡を
お楽しみください。
日時 ２月１３日～３月２１日
場所 ２階展示室

■さかい利晶の杜パネル展「晶子
とスペイン風邪 ―人類への問い
かけ―」
与謝野晶子が活躍していた大正

７～９年に猛威を振るったスペイ
ン風邪について、当時の新聞記事
や注意を呼び掛けるポスター、晶
子の評論をパネルで展示し、未知
の感染症の恐ろしさとそれに向き
合う晶子の強い意志を紹介しま
す。
日時 ２月１７日～３月１５日
場所 ２階無料ゾーン

防
火
ポ
ス
タ
ー

� 同協会堺ヤマノクチ大学係（�０７０―１６１４―８０３３ �０７２―２２７―３５１９）

堺ヤマノクチ大学
春の無料体験会

2 令和３年（２０２１年）３月１日堺区広報



いずれも無料�２２８―７０２３・２２２―４８００ �２２２―４８０１
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３月２・１６日
１４：００～１６：００

３月３日
１３：３０～１５：００

３月３日
１３：３０～１５：００今月は実施しません３月２５日

９：３０～１１：００
３月５日

１３：３０～１５：００
３月２５日

１０：００～１０：４０
１１：００～１１：４０

３月４日
１０：００～１１：３０

ちぬが丘
保健センター

１１・１５日
１４：００～１６：００

１１日
９：３０～１１：００

１１日
９：３０～１１：００

１７日
９：３０～１１：００

１０・２３日
９：３０～１１：００

１２・１９日
１３：３０～１５：００

９日
１１：００～１１：４０
１３：３０～１４：１０
１４：３０～１５：１０

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
�～第三弾「おうちごはんを楽しもう」～「堺おうちグルメ」
おうちで過ごす日に、手軽でほっとする抹茶の料理を作ってみませ

んか？
堺では、広く茶の湯を楽しむ文化が受け継がれていることから、今

回は、抹茶を使ったメニューを紹介します。下記の２次元コードか
ら、「どら焼き」と「お茶漬け」のレシピをご覧いただけます。抹茶の緑
色が春の新緑をイメージし、飲むだけではない、おいしい抹茶のメニ
ューをお楽しみください。

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

■休館日 ３月１・８・１５・２２・２９・３１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）

※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」

３月２６日（金）
１０：３０～１２：００堺市図書館友の会

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。

「ミステリ×コンビ」「植物に親しむ」対象：一般向け

「ことば・かず・じかん」「咲いた、実った」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

�姿勢改善コース
�体力向上コース
日時 ３月１２・２６日

�１０～１０時４５分
�１１～１１時４５分
対象 高校生以上
費用 各コース７００円。両方受講（１
日２回コース）１，０００円
�直接か電話で大浜体育館へ
詳しくは同館までお問合せくださ

い。

新型コロナウイルス感染拡大防止の為、オンラ
イン開催をします。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 オンラインおはなし会
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。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 ３月１６日（火）１０～１１時 対象 堺区在住の未就園児の親子
�３月３～１０日に堺区ホームページから

子育てCaféオンライン 「子育て世代のお金の話～教育資金準備編～」
気になるけれど、なかなか聞けない「お金」の話。子育てに関するお金の疑
問や今日から始める教育資金準備、生活設計のコツなどを聞いてみませんか。
日時 ３月１７日（水）１０～１１時３０分 対象 堺区在住の未就学児の親子
講師 近畿財務局 �３月５～１１日に堺区ホームページから。先着８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
３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。

�食育講座 ～見て学ぶ デコ巻きずし作り～
巻きずしをかわいくアレンジした「デコ巻きずし」の作り方をインス
トラクターから学ぶ教室です。みんなが笑顔になれる「デコ巻きずし」
で、食の大切さを楽しく学びます。調理、試食はあり
ません。保育はありません。
日時 ３月２３日（火）１３時３０分～１４時３０分
場所 ちぬが丘保健センター
�３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。

ちぬが丘保健センターちぬが丘保健センター

堺おうちグルメ
←２次元コード どら焼き

お茶漬け

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

堺区「安心連絡情報キット」を配布し
ています
堺区では、高齢者の方などがご自

身で万一の救急時や災害時に備えて
もらうために「安心連絡シート」「シ
ール」「クリアファイル」をセットに
した『安心連絡情報キット』の配布を
行っています。
緊急時の連絡先やかかりつけ医の

情報を記入した「安心連絡シート」と
「健康保険証（写）」など、クリアファ
イルに挟み、筒状にして冷蔵庫に保
管し、万が一の救急時に備えるもの
です。

救急時や災害時などには、迅速な
救命活動に役立てることができま
す。

ご希望の方は、堺第１～４地域包
括支援センター・堺基幹型包括支援
センター・堺区役所地域福祉課ま
で、お問い合わせください。
�堺基幹型包括支援センター（�２２８
―７０５２ �２２８―７０５８）か堺区役所地域
福祉課（�２２８―７４７７ �２２８―７８７０）

一人暮らしですが、体調を崩し
た時など緊急時が
不安です。
どうしたらよいです
か？ 相談者

堺区「安心連絡情報キット」
３点セット

堺区「安心連絡情報キット」
３点セット
クリアファイル

安心連絡シート
シール２枚

�「高齢者いい歯自慢コンテスト」 中止のお知らせ
市と堺市歯科医師会では８０歳以上の方を対象に、例年「高齢者いい

歯自慢コンテスト」を開催しておりましたが、新型コロナウイルス感
染拡大防止の観点を踏まえ、令和３年度の開催は中止することとさせ
ていただきました。楽しみにしてくださった皆様には大変申し訳あり
ませんが、ご理解いただきますようお願いします。

3令和３年（２０２１年）３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


