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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237号
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陵西中学校１年（応募時） 西田 里佳子

歴史の深い堺区の中でも、堺区には百舌

鳥古市古墳群があり、昨年世界遺産に登録

されたことはとてもほこりに思います。

～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

シアターシアター

観光案内所観光案内所

百舌鳥古墳群ビジターセンター外観百舌鳥古墳群ビジターセンター外観

展示コーナー展示コーナー 物販コーナー物販コーナー

催し広場催し広場
大芝生広場大芝生広場

いこいの広場いこいの広場
中央図書館中央図書館
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新型コロナウイルス感染拡大の状況により臨時休館
となる場合があります。

7月6日～9月26日

問　学芸課（☎245-6201　FAX245-6263）常設展「百舌鳥古墳群と堺の歴史・文化」

Androidはこちら iPhoneはこちら

古墳や施設を巡ると
MOZU-FURU 
CARDがもらえます

　百舌鳥・古市古墳群の価
値や魅力を伝えるガイダン
ス機能等を備えています。
　　　 堺区百舌鳥夕雲町
2-160　☎245-6682
　　9～18時　　　年末年始　　無料
　　　　
・JR阪和線「百舌鳥駅」から西へ350m
・南海バス「堺市博物館前」から東へ200m
新型コロナウイルス感染拡大の状況によ
り臨時休館となる場合があります。

住所・☎

アクセス
開館 休館 ￥

問世界遺産課（☎228-7014　FAX228-7251）

問世界遺産課（☎228-7014　FAX228-7251）

▲MOZU-FURU CARD

◀「
百
舌
鳥
古
墳
群
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」ア
プ
リ  堺市博物館 堺市博物館

「百舌鳥・古市古墳群のたからもの」
スポット展 

常設展もあります

世界遺産登録2周年世界遺産登録2周年百舌鳥・古市古墳群百舌鳥・古市古墳群

百舌鳥古墳群百舌鳥古墳群
ビジターセンター

この機会に、改めてその価値や魅力に触れてみませんか。

パンフレット▼

リフレクター▶

　世界文化遺産に登録されている
49の古墳のうち、17の古墳が堺区
にあります。
　堺区では子どもの頃から地域に
関心をもち、地域愛を更
に深めていただくため、
古墳にちなんだパンフレ
ットとグッズを作成し、区
内の小学生に配布して
います。

堺区の取り組み

始 無料￥
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る
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る
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問　堺区役所企画総務課堺区役所企画総務課（☎（☎228-7403228-7403　FAXFAX228-7844228-7844）問　堺区役所企画総務課（☎228-7403　FAX228-7844）

　夏が感じられる風景・風物詩や夏休みの思い出を切り取った一枚を募集します。
　またあわせて、世界遺産登録2周年を記念して、古墳を連想させ
るような写真も募集します♪
　　　　8月31日（火）まで

　夏が感じられる風景・風物詩や夏休みの思い出を切り取った一枚を募集します。
　またあわせて、世界遺産登録2周年を記念して、古墳を連想させ
るような写真も募集します♪
　　　　8月31日（火）まで応募期間

詳しくは、堺区公式インスタグラム
（右記2次元コード）か堺区ホーム
ページ参照

詳しくは、堺区公式インスタグラム
（右記2次元コード）か堺区ホーム
ページ参照

古墳賞もご用意！

１４８，８０１人

７３，８４３世帯

７３，６１７人 ７５，１８４人

６，２８９人／� ２３．６６�

人のうごき（堺区）
国勢調査結果速報値

人口 男 女

面積人口密度世帯
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〇防災ハザードマップの確認
お住まいの場所や職場などの防

災ハザードマップを確認し、浸水
想定地域に該当しないか確認しま
しょう。

〇側溝や下水溝、雨どい等の確認
側溝や下水溝、雨どいをこまめ

に掃除し、水が流れるようにしま
しょう。

〇家屋の補強
瓦やトタン屋根は、定期的にメ

ンテナンスをしましょう。

〇家族で災害時の行動を話し合っ
ておく
避難場所などを確認し、離れば

なれになったときの連絡方法や集
合場所を決めておきましょう。

〇正確な情報の収集
テレビやラジオなどで最新の気

象情報を確認したり、堺市のホー
ムページで避難所開設情報を確認
しましょう。

�堺消防署予防課（�２２８―０１１９ �２２８―４０８７）

昨年７月、九州地方を集中豪雨が
襲い、大きな被害が出ました。今後
暑くなるにつれ、大雨や台風が発生
しやすくなります。被害を最小限に
抑えるため、普段から災害に備えて
準備しましょう。

大雨や台風が来る前に対策大大雨雨やや台台風風がが来来るる前前にに対対策策ををを！！大雨や台風が来る前に対策を！

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 ７月３日（土）１３～１６時、７月

２１日（水）１８～２１時、７月２４日（土）１３
～１６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―６２８４―１８７４�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）

司法書士による
休日・夜間無料
法律相談会

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 ７月１７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 研修室１（堺
市駅前）
予約可。予約は、大阪府行政書士

会堺支部（�２３４―３９９９ �２４７―８１０９）
へ。
�同会堺支部か市民人権総務課（�
２２８―７５７９ �２２８―０３７１）

行政書士による休日無料相談会

献血にご協力を�
７月は「愛の献血助け合い運動」で

す!日本赤十字社では、コロナ禍の
中イベント等が少なく、血液確保に
苦慮しています。輸血用血液などの
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。たくさんの方の協力を
お待ちしています。
７月８日（木）、１０～１１時３０分、１２

時３０分～１６時３０分、市役所本館エン
トランスで。

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。
※新型コロナウイルス感染症の安全
対策を実施しています。
※コロナワクチン接種後４８時間経過
すれば、献血が可能です。
�堺区役所自治推進課（�２２８―７０８２
�２２８―７８４４）

新成人の門出を祝う堺区成人式
で、アトラクションの企画や司会進
行などの運営に参加していただける
方を募集します。若者の意見を反映
した、より思い出深い式典づくりに
参加しませんか。友人同士での参加
も大歓迎です。

�成人式実行委員会委員
�市民憲章朗読者
�メッセージ発表者

対象 �区内在住・在勤・在学のお
おむね１８～２５歳の方が対象。��区

内在住で、２０２２年の新成人（２００１年
４月２日～２００２年４月１日生まれの
方）。��はグループでの参加も
可。応募多数の場合は抽選。
申込 電話か FAXかメールで住所、
氏名、電話番号を、７月３０日までに
堺区役所自治推進課（�２２８―７０８２
�２２８―７８４４ 電 子

メールsakaijisui@city.sakai.lg.jp）
へ。
※今後の新型コロナウイルス感染拡
大の状況によって、式典内容などに
変更がある場合があります。

を活用して、
　 安全・安心！

大阪府警察からアプリで防犯情報をお届けします。ぜひご活用ください。

～安まちアプリの特徴～
�安まちメールをアプリで受け取る
ことができます
ひったくり情報、不審者情報など

の犯罪などの発生情報や防犯対策情
報などを、タイムリーにお届けしま
す。プッシュ通知する地区や情報種
別を選択することができます。
�防犯マップを確認できます
防犯マップで、地域の犯罪などを

地図上で確認することができます。
�防犯パトロールで安全・
安心なまちづくり
個人やチームで、防犯パトロール

に参加できます。パトロールに参加
することで、大阪府内の自治体のマ
スコットキャラクターを取得できま
す。
�いざというときに痴漢撃退・
防犯ブザー機能

近くの人に危険を知らせることが
できます。１１０番通報もアプリから
行うことができます。
上記２次元コードからダウンロー

ドしてください。
�堺警察署生活安全課（�２２３―１２３４）

Androidはこちら iPhoneはこちら

2021年の成人式の様子

成人式を
仲間と一緒に
つくっていこう！
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子育て支援課のホームページ（上記左
２次元コード）では子育て情報を掲載
しています。ぜひご活用ください。
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�「助産師による抱っこひも講座」
今やさまざまな種類がある抱っこ

ひも。月齢に合わせた付け方や注意
点など助産師さんと一緒におさらい
してみませんか？
ご参加お待ちしています。

※新型コロナウイルス感染拡大の状
況により内容変更、または中止とな
る場合があります。
日時 ７月２７日（火）１０時３０分～１２時
予定
定員 抽選４組程度。抽選の結果、
ご参加いただける方のみ１３日（火）ま
でに電話で連絡します
対象 堺区在住の１歳半までの親子
持ち物 抱っこひも、スリングなど

申込 ７月７日（水）～９日（金）の期
間にお問い合わせフォーム（２次元
コード）から。※電話番号は必ず入
力してください。
場所 さかいっこひろば（堺東駅前
ジョルノビル３階）
さかいっこひろばの利用には初回登
録が必要です（無料）

�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

■開館時間
�中央図書館・堺市駅前分館 火～金曜日：１０～２０時 土・日・祝休
日：１０～１８時 �図書館カウンター堺東 ８～２１時
■休館日
�中央図書館・堺市駅前分館…７月５・１２・１９・２６日
�図書館カウンター堺東…７月１・１５日
■堺市教育委員会×セレッソ大阪 ２０２１読書推進プロジェクト～本を読
んで、人生を豊かに～
セレッソ大阪とコラボしたブックフェアを開催します。選手ゆかりの

グッズや選手の等身大パネル、選手おすすめの本なども展示します。７
月１～３１日、中央図書館ロビーで。
■「さかい子ども司書」にチャレンジ!
図書館の歴史や本の分類方法を学び、おはなしや絵本の読み聞かせに

ふれ、家族や友達に本のすばらしさや読書の楽しさを伝える、「さかい
子ども司書」になりませんか。修了後は、区内で実施する事業に参加し
ていただく予定です。
７月２８・２９日、８月４・５日、１１～１２時、中央図書館で。
対象 全日程参加できる市内在住・在学の小学４年生～中学２年生。
定員 ５人
申込 ７月１３日（火）１０時から中央図書館へ来館か電話で。
■夏のおはなし大会～わくわくドキドキの世界へ～
昔話などの語り聞かせ。７月２４日（土）�１５～１５時２０分 �１５時３０分～

１５時５０分 中央図書館で。事前申込が必要（各回先着１２人）
申込 ７月１３日（火）１０時から中央図書館へ来館か電話で。

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）
図書館カウンター堺東（堺東駅前 ジョルノビル２階

�２３２―１０１１）

■昔話の語り聞かせや絵本の読み聞かせ・手遊び、ブックフェアなど

■中央図書館の催し【読書会】 場所：１階集会室

■移動図書館 ７月１１・２５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。

山本周五郎著 「ちいさこべ」７月２３日（祝日）
１０：３０～１２：００堺市図書館友の会

テーマ：出てくる 出てくる 妖怪・お
ばけ

７月１５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

※えほんのもり、おはなし会は、新型コロナウイルス感染症の感染状況により中止する場合があります。
※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。

「おうちでカンタン、お
となの工作」

場所：２階閲覧室
「Sakai Loves Cerezo!」一般向け

ブックフェア
「みんなよりちょっとく

わしくなる」
場所：１階ロビー

「ひろい海にはなにがいる？」子ども向け

場所：１階集会室
７月２７日（火）１１：００～１１：２０
（７月１４日（水）１０時から受付）

２・３歳児
向けえほんのもり

場所：１階集会室
７月１７日（土）１５：００～１５：２０
（７月７日（水）１０時から受付）

子ども向けおはなし会

堺市駅前分館中央図書館対象名称

６・２０日
１４：００～１６：００

８日
９：３０～１１：００

８日
９：３０～１１：００今月は実施しません２９日

９：３０～１１：００
２日
８月６日

９：３０～１１：００

２９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

８・１９日
１４：００～１６：００

７日
９：３０～１１：００

７日
９：３０～１１：００

８月１６日
午後

７日
９：３０～１１：００

１４・２７日
９：３０～１１：００

２日
１３：３０～１５：００

９日
９：３０～１１：００

１４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

骨粗しょう症予防検診
�予約制�有料
１８歳以上

骨密度測定、健康相談
など

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カ月～３歳１１
カ月はフッ素塗布あ
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カ月未満の子ども
４カ月健診時にも予約可

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

○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。
○HIV検査のみも可能です。
○難病に関する相談

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カ月児健診、１歳６カ月児健診、３歳児健診（３歳６カ月児が対象）…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。

堺区役所では、ブックスタート事業として４カ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。

「ちょっと困って
いるけど、相談す
るほどじゃないよ
うな、でも不安。」
一度相談してみ
ませんか。

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

地域包括支援センターは高齢の方
の身近な相談窓口です。
�今は元気だが、一人暮らしのため
不安があり、どうしたらいいのか分

からない
�認知症について不安に思う
�高齢の家族の介護について情報を
知りたい・相談したい
�近所の高齢の方の様子がいつもと
違う
など、生活をしている中で気になる
ことはありませんか。必要に応じた
サービスや専門機関につなぎます。
高齢の方ご本人だけでなく、ご家族
・地域の方のご相談もお伺いします。
お近くの地域包括支援センターか

基幹型包括支援センター（１ページ
参照）にご相談ください。
�堺基幹型包括支援センター（�２２８
―７０５２ �２２８―７０５８）

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。「賞味期限までに食べられそう
にない」「たくさんもらったので、お
すそ分けしたい」などの食品があり
ましたら、ぜひお持ちよりくださ
い。集まった食品は、堺区内１１カ所
の子ども食堂で活用します。フード
ロス削減にもつながります。また、
フードドライブにご協力いただける
企業法人を募集しています。
日時 ７月２５日（日）１１～１６時
場所 さかい利晶の杜（SAKAI マル
シェ内）。８月以降も、SAKAI マル
シェで定期開催予定です。※新型コ
ロナウイルスの感染拡大防止のた
め、中止となる場合があります。
●受け付けできるもの
米、乾麺、インスタント食品、レ

トルト食品、食用油、調味料、缶
詰、菓子類（賞味期限が記載されて

いて、期限まで１カ月以上あるも
の、常温保存のもの、未開封のもの）
●受け付けできないもの
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（生鮮食
品、冷凍食品、みりん・料理酒を除
くアルコール類、手作り品）
�堺市社会福祉協議会 堺区事務所
（�２２６―２９８７ �２２６―１９５２）、ミナク
ルサカイク（�２４５―２５３１）

「フードドライブ」にご協力ください！「フードドライブ」にご協力ください！
堺区の子ども食堂を応援する堺区の子ども食堂を応援する

はじめての
自転車教室
はじめての
自転車教室

キックバイクを用いた

キックバイクを用いて、ゲームを
楽しみながら、自転車の乗り方や交
通ルールを学ぶ「はじめての自転車
教室」を開催します。
日時 ７月１７日（土）９～１６時３０分

（１日５回程度開催で各回３０～４０分）
対象 主に３～６月に３歳児健診を
受診されたお子様
会場 Mina さかい（市役所高層館
前）
�事前申し込みは右
記２次元コードから
�堺区役所企画総務
課（�２２８―７４０３ �
２２８―７８４４）

3令和３年（２０２１年）７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


	sakai210701
	sakai210702
	sakai210703

