
さかい利晶の杜さかい利晶の杜 堺市博物館堺市博物館

堺市オンラインミュージアム堺市オンラインミュージアム

問

「堺」の書道作品募集！！「堺」の書道作品募集！！
　堺区への思いをこめた漢字一文字「堺」を
書道作品として表現してください。
　最優秀作品は題字として堺区広報紙に掲
載します。　
　詳しくは、堺区ホームページ参照。
　堺区役所企画総務課
　（☎228-7403　FAX228-7844）

問堺市文化振興財団
（☎228-0880　FAX228-0115）問堺アルフォンス・ミュシャ館（☎222-5533　FAX222-6833）

堺 アルフォンス・ミュシャ館堺 アルフォンス・ミュシャ館

次はあな
たの字で

広報紙を
飾ってく

ださい

デジタル郷土資料展デジタル郷土資料展

問　　学芸課
（☎245-6201
FAX245-6263）

　　学芸課
（☎245-6201
FAX245-6263）

堺市文化振興財団堺市文化振興財団

問　さかい利晶の杜
　（☎260-4386　FAX260-4725）
　さかい利晶の杜
　（☎260-4386　FAX260-4725）

身近な場所で学ぶ身近な場所で学ぶ この夏、堺区内の施設で改めて「堺」を見つめ、学んでみませんか？

スポット展
「百舌鳥・古市古墳群のたからもの」
（9月26日まで）

企画展
「堺敷物ものがたり」（10月3日まで）
この他、常設展もあります。
料金や開館時間などは、堺市博物館ホームページ（2次
元コード）参照。
　学芸課（☎245-6201　FAX245-6263）問

「デジタルアーカイブで
　　むかしの堺に思いを馳せる」

は

※新型コロナウイルス感染症拡大の状況により、臨時休館や内容の変更・中止となる場合があります。

デジタルアーカイブで
堺を巡る

堺市博物館
オンライン
ミュージアム

YouTube
チャンネル

YouTube
チャンネル

大阪交響楽
団

員による楽
器

の解説と演
奏

はにわを
作ろう

館長
セレクショ

ン

　料金や開館時間などは、さかい
利晶の杜ホームページ（2次元コード）参照。

最新のＶＲで体験する
　タイムトリップ堺も！
最新のＶＲで体験する
　タイムトリップ堺も！

電子図書館

電子図書館で
電子書籍も楽しもう！

堺市
博物館
堺市
博物館

夏休み特別企画
みりょくを探ろう！

～さかいの古墳とそのしゅうへん～（8月1～31日まで）

オンラインで学ぶオンラインで学ぶ おうちで歴史を学んだり、文化・芸術の魅力を感じたり。
いつでもどこでも「学び」にアクセスできるコンテンツをご用意！

　むかしの
絵図や絵は
がき、古写
真などのデ
ジタル資料
を解説付き
で公開して
います。

問　中央図書館（☎244-3811　FAX244-3321）

企画展「カ
ラン

ドリエ ミュ
シャ

と12の月」

sakaikiso@city.sakai.lg.jp
http���www.city.sakai.lg.jp�sakai�index.html

http:��www.city.sakai.lg.jp�i�
kuyakusho�sakai�index.html

�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

�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

郵便局郵便局
裁判所裁判所
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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238号
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なかやま ゆ い

殿馬場中学校１年（応募時） 中山 結衣

たくさんの伝統のある堺。そんな「堺」を

美しく書きたいという思いを込めて書きま

した。この堺が世界にも未来にも伝わって

ほしいと願っています。

～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

１４９，０７４人
（２０人減）

７４，４８７世帯
（７４世帯増）

７３，７１８人
（増減なし）

７５，３５６人
（２０人減）

６，３０１人／� ２３．６６�

人のうごき（堺区）
令和３年７月１日推計（ ）は前月比

人口 男 女

面積人口密度世帯
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明るい選挙啓発ポスターを募集中
将来、有権者となる児童・生徒の

皆さんが選挙や政治について関心を
持つことは、とても大事なことで
す。
現在、「明るい選挙」の推進をテー

マに、ポスター作品を募集していま
す。市内在住か市内小・中・支援学
校、高校在学の児童・生徒が対象。
詳しくは、市役所市政情報センタ

ー、区役所市政情報コーナーにある
募集要項（市ホームページ参照）でご

覧になれます。受付期間は９月１０日
（必着）まで。
�選挙管理委員会事務局（�２２８―
７８７６ �２２８―７８８３）

ルールを守って楽しい花火ルールを守って楽しい花火
夏の風物詩花火。近ごろ、深夜に

花火遊びをして騒いだり、後片付け
をしないなどマナー違反が深刻化し
ています。次の事項を守り、楽しく

花火をするようにご協力をお願いし
ます。
�堺消防署予防課（�２２８―０１１９ �
２２８―４０８７）

●水の入ったバケツを用意し、大人と一緒に楽しみましょう。
●音の出る花火は、人の迷惑にならない時間・場所を選びましょう。
●広い場所を選び、近くに燃える物が無いか確認しましょう。
●煙が周りの迷惑にならないようにしましょう。
●終わったら、花火のゴミは持ち帰り
　ましょう。
●人との距離を取りましょう。
●マスクを付けているときは熱中症に注意しましょう。う。

楽しく花火をするために楽しく花火をするために

にゃんばぁーるめいすいくん

集団回収報償金の
申請は８月中に

２～７月に実施した古紙や古布な
どの集団回収を行う団体に対する報
償金の申請を受け付けます。８月３１
日（土・日曜日、祝休日を除く）ま

で、９～１７時３０分に、堺区役所自治
推進課（市役所本館３階）へ申請して
ください。登録団体へはあらかじめ
申請書類を送付しています。申請書
類や新規登録などについては同課
（�２２８―７０８２ �２２８―７８４４）へ。

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 ８月７日（土）１３～１６時、１８日

（水）１８～２１時、２８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

住み慣れた地域でいつまでも元気
で生活するためには「介護予防」「健
康づくり」が大切です。パネル展で
は、高齢の方の介護予防と自立した
日常生活の支援を目的とした「介護
予防・日常生活支援総合事業」の紹
介などを展示します。
日時 ８月２３～３１日（常時展示、最終

日は１６時まで）
場所 市役所本館１
階エントランスホー
ル階段下
いずれも無料です。
直接会場へ。
パネル展では各種

資料を準備していま
すが、ご相談やご質問等のある方は
土・日曜日、祝日を除く９～１７時に
市役所本館３階基幹型包括支援セン
ターにお寄りください。また、お近
くの地域包括支援センターでもご相
談いただけます。
�堺基幹型包括支援センター（�２２８
―７０５２ �２２８―７０５８）

介護予防パネル展を
開催します

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

介護予防イメージ
キャラクター
「あした猫」

堺市少年少女合唱団・堺リーブズハーモニー
紹介＆団員募集

堺市少年少女合唱団・堺リーブズハーモニー
紹介＆団員募集

堺市には半世紀続く合唱団があり
ます。
堺市少年少女合唱団は、市内の小

学生で構成され、昭和４３年に発足し
ました。そしてその卒団生たちが昭
和４５年に、中学生と高校生で構成さ
れる堺リーブズハーモニーを結成し
ました。小学校１年生から高校３年
生まで、未経験者も含めて�団員一人
ひとりが主役になれる�合唱団です。
現在は活動拠点を堺区にあるフェ

ニーチェ堺に置き、学校生活と両立
させながら練習に励みさまざまな舞
台に出演しています。今年度はコロ
ナ禍で長らく活動を休止していまし

たが、１０月１０日に東文化会館で予定
されている定期演奏会に向けてこれ
から練習を重ねていきます。
ただいま合唱団では、一緒に合唱

を楽しんでくれる仲間を募集してお
ります。関心をお持ちの方は、ぜひ
ご連絡ください。
�堺市文化振興財団（�２２８―０１１４
�２２８―０１１５ 電 子

メール jigyo@sakai�bunshin.co
m）

８月２２日（日）に予定しておりまし
た、第１３回夏のワクワク海験は、新
型コロナウイルス感染症の収束が不
透明なため、中止させていただくこ

とになりました。夏のワクワク海験
を楽しみにされていた皆さまには申
し訳ありませんが、ご理解いただき
ますようお願いいたします。
�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）

たい けん

第１３回夏のワクワク海験の
開催中止について

#sakaikusummer

　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、百舌鳥・古市古墳
群の世界遺産登録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

1.Instagram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
4.ハッシュタグ
「#sakaikusummer」
をつけ、キャプションに写真のタイト
ルと説明を入力し投稿。
　詳しくは、堺区公式インスタグラ
ム（上記二次元コードから）か堺区ホ
ームページ参照。
　堺区役所企画総務課（☎228-7403
　FAX228-7844）

募集期間
応募方法

問

#sakaiku募集します♪

夏の堺区フォトコンテスト夏の堺区フォトコンテスト

2 令和３年（２０２１年）８月１日堺区広報



�子育てCaféオンライン
離乳食の進め方・お悩み講座
「そろそろ離乳食。どう進めたら
いいのかな」「進めているけど、これ
でいいのかな」
など、離乳食のいろんな悩みを堺

保健センターの栄養士さんと一緒に
お話ししませんか。
日時 ８月２７日（金）１０～１１時
先着 ４組程度 対象 区内在住で
離乳期の子どもの保護者

申込 ８月４～１９日の期間に市ホー
ムページから
開催 Cisco Webex Meetings を
使用したオンライン（通信費は自己
負担）

�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

１７日
１４：００～１６：００

１２日
９月９日

９：３０～１１：００

１２日
９月９日

９：３０～１１：００
２６日

１４：３０～１５：３０
２６日

１４：３０～１５：３０
６日
９月３日

９：３０～１１：００
奇数月に実施

１９日
２６日

１３：３０～１５：３０
ちぬが丘

保健センター

３・１２日１４：００～１６：００
２６日９：１５～１１：１５

４日
９月１日

９：３０～１１：００

４日
９月１日

９：３０～１１：００
１６日１３：３０～１５：３０
９月１日９：３０~１１：００

１１・２４日
９：３０～１１：００

６日
１３：３０～１５：００

１１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。

日時 ９月７日（火）１０～１１時３０分
場所 堺保健センター２階
対象３０～５０歳代
持ち物 飲み物、動きやすい服装、ヨガマット
（貸出可能）、バスタオル �８月２日から電話
か FAXで堺保健センターへ。先着１０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。
８月１９日（木）１０～１０時４０分、１１～１１時４０分、堺保健センターで。生
後９～１１カ月前後の子どもの保護者が対象。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50ml 程度持参。
�８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。

�肺がん・結核検診
エックス線直接撮影を、表の

とおり実施します。
４０歳以上の堺市民の方が対
象。申し込み不要、直接会場へ。

�毎日コツコツ美活体操
「姿勢が悪くなった、体重が少しずつ増えてきた。でも、年だから
しょうがない…」と思ったことありませんか。
日ごろの姿勢を見直したり、自分の体を意識するだけで、変われる

ヒントがきっとあるはず。姿勢改善のポイントやスキマ時間でできる
体操を、一緒にたのしく学びませんか。

１３：３０～１５：３０

榎小学校１９日（木）
錦綾小学校１８日（水）
市小学校５日（木）
三国丘小学校２日（月）

８月

■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…８月２・１６・２３・３０日
�図書館カウンター堺東…８月５・１９日
■大人のためのおはなし会
「おはなしどんぐり」による昔話などの語り聞かせ。小学生以上ならど
なたでも参加できます。
９月３日（金）１０時３０分～１１時２０分。中央図書館集会室で。定員１２人。無
料。
申込 ８月１８日（水）１０時から来館か電話で同館へ。
■盗まれたハッピーエンド ～隠された柱時計の謎～
中央図書館の施設と本を使った謎解きイベント。作成した問題に沿っ

て謎を解き、ゴールをめざします。
８月２４日（火）１５～１６時。無料。
定員１５人 対象 小学１～６年生。ただし、小学１・２年生は保護者
との参加での申し込み。
申込 ８月１０日（火）１０時から来館か電話で同館へ。

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
８月８・２２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」８月２７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。
※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。

「夏に読みたい本」場所：２階閲覧室
「みんな大事ないのち（平和と人権）」一般向け

ブックフェア

「いろんないろ」場所：１階ロビー
「夏休みにおすすめの本」子ども向け

場所：１階集会室
８月２４日（火）１１：００～１１：２０
（８月１１日（水）１０時から受付）

２・３歳児
向けえほんのもり

堺市駅前分館中央図書館対象名称

子育て支援課のホーム
ページ（左記２次元コ
ード）内「子育てCaféオ
ンライン」から申し込
み（電話番号は必ず入
力してください）

�オンラインで開催☆ 親子でフレンチトースト作り
ご自宅からオンラインで参加できる親子クッキングの講座です。包

丁やピーラーを使い、ふわとろ食感のフレンチトーストとサラダを作
ります。
調理器具の使い方を知り、自分でつ

くる楽しさを味わいます。食育クイズ
などもあり、親子で楽しめる内容にな
っています。
日時 �８月１６日（月）１０時３０分～

�８月１６日（月）１４時～
�８月２３日（月）１０時３０分～
�８月２３日（月）１４時～
各１時間程度

対象 市内在住の小学生とその保護者
費用 通信料と食材は自己負担 先着 各回５組
参加方法 オンライン（スマートフォンかパソコンが必
要） �８月２～１０日の間にホームページ（２次元コー
ド）か堺市電子申請システムから。電話や FAX での受
付はありません。 申し込みはこちらから�

出来上がり例

堺保健センター堺保健センター

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

3令和３年（２０２１年）８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
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