
堺区役所 〒５９０―００７８ 堺区南瓦町３番１号

227―1593238―0123堺保健センター
222―4801222―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―7539228―7413保険年金課

221―1471
228―3940パスポートさかい（ジョルノ2階）
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

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

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―8587275―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―1522223―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―9234229―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―8083222―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―7058228―7052堺基幹型包括支援センター

224―4400224―8166堺区障害者基幹相談支援センター

226―1952226―2987社会福祉協議会堺区事務所
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神社
マップ

堺区役所企画総務課(☎228-7403　℻228-7844)問 堺区役所企画総務課(☎228-7403　℻228-7844)問

遠出を控えて
近所で

遠出を控えて
近所で

宿院宿院宿院

妙国寺前妙国寺前妙国寺前
神明町神明町神明町

花田口花田口花田口

大小路大小路大小路

寺地町寺地町寺地町

御陵前御陵前御陵前

綾ノ町綾ノ町綾ノ町

三国ヶ丘駅三国ヶ丘駅三国ヶ丘駅

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。

住吉大社・宿院頓宮

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

例年通り「戎祭」を行います。

石津神社

松屋町2丁115-1 
☎238-0279
松屋町2丁115-1 
☎238-0279

ご近所の皆様、いつでもお気軽に
お越しいただき、ごゆっくりご参拝
ください。

田守神社

戎之町東2丁1-38 
☎232-2450
戎之町東2丁1-38 
☎232-2450

例年通り戎祭を行います。
周囲に出店が出ます。

ご参拝はごゆっくりどうぞ。

菅原神社

日時 1月9～11日 10～22時

西湊町1丁2-18 
☎241-4168
西湊町1丁2-18 
☎241-4168

御神酒授与、厄除大根振舞授与
あります。

船待神社

日時 1月1日 0時から

日時 1月9・10日 9～21時、
1月11日 9～12時

参拝前の検温や
参拝時のマスクの着用、
手指の消毒を
お願いします。

初詣に行くときは
、、、、、、、

詳しくは各神社へ
お問い合わせください。

月洲神社月洲神社月洲神社

高須神社高須神社高須神社

方違神社方違神社方違神社

仁徳天皇陵仁徳天皇陵

船待神社船待神社船待神社

石津神社石津神社石津神社

菅原神社菅原神社菅原神社

開口神社開口神社開口神社

住吉大社・
宿院頓宮
住吉大社・
宿院頓宮
住吉大社・
宿院頓宮

田守神社田守神社

三が日以外にもご参拝ください。

どうぞご参拝ください。
甲斐町東2丁1-29 
☎221-0171
甲斐町東2丁1-29 
☎221-0171

例年通りとんど祭を行います。

開口神社

日時 1月15日 8～18時
三が日以外にもごゆっくりご参拝ください。

北三国ヶ丘町2丁2-1
☎232-1216
北三国ヶ丘町2丁2-1
☎232-1216

例年通り「左義長祭」とんど神事を
行います。

方違神社

日時 1月15日 9～16時
ご参拝はごゆっくりどうぞ。

北半町東3丁5 
☎232-5164
北半町東3丁5 
☎232-5164

1月中は授与品をご用意して
おります。
三が日以外にもご参拝ください。

高須神社

南島町2丁125-2
☎233-5348
南島町2丁125-2
☎233-5348

三が日以外でも授与品のご用意・
ご祈祷できます。
ごゆっくりお越しください。

月洲神社

148,536人（231人減）

人のうごき（堺区）
令和3年12月1日推計（　）は前月比
人口

73,437人（60人減）男
75,099人（171人減）女
74,281世帯（88世帯減）世帯

人口密度
面積

6,278人/　 
23.66 　

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4年（2022年）第243号11
堺区広報堺区広報
20222022

榎小学校4年（応募時）
おがた りゅうのすけ
緒方　龍之介

～堺区への思い～

●編集・発行／堺区役所企画総務課

　堺区は、世界遺産の仁徳天皇陵古墳があ
りみんなに自慢できる歴史のある町です。
世界に古墳をもっと広めていけたらいいと
思います。
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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。多くの方々のご協力をお願いします｡
　　 2月3日（木）10～16時　　　 サカイ引越センター本社（堺区石津北町56）
　 堺区役所自治推進課（☎228-7082　FAX228-7844）
日時 場所
問

校区献血を実施します

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
ルを学んでいただきます。
　　 2月26日（土）9～15時20分

（1日5回開催で各回30～40分）
　　 主に11～2月に堺区で3歳児健
診を受診されたお子様
　　 Mina さかい（市役所高層館前）
　　 事前申し込みは右記QRコードから
　 堺区役所企画総務課

（☎228-7403　FAX228-7844）

日時

対象

会場
申込
問

　　 1月10日（月曜·祝日）
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。
式典終了後は速やかな退場をお願いします。

日時

　　 フェニーチェ堺（堺区翁橋町2丁1-1）場所

●当日は先にお送りした案内はがきを持参してください。
●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）。
　 堺区役所自治推進課（☎228-7082　FAX228-7844）問

茶の湯の文化が息づくまちをめざして、茶道裏千家淡交会堺支部による呈茶を
開催します。本格的なお抹茶をお楽しみください。
　　 1月19日（水）14～15時
事前申込不要、13時30分から先着45人
に整理券を配布します。
　　 堺市役所本館1階エントランス　
　　 無料
※新型コロナウイルス感染拡大の状況に
より、中止となる場合があります。
　 文化課（☎228-7143　FAX228-8174）

日時

場所
費用

問

家庭での高齢の方の介護方法や健康維持・増進のための知識·技術を3回コース
の講習で習得しましょう。
　　 2月18日（金）、22日（火）、24日（木）全日14～15時30分　　　 市役所本
館3階 大会議室1　　　 堺区在住の方　　　 抽選20人　　　 無料
　　 1月25日（必着）までにはがき（住所は区版1ページ参照）かFAX、メール

（sakaijisui@city.sakai.lg.jp）で住所、氏名（ふりがな要）、電話番号、
「赤十字講習希望」を書き、日赤事務局（堺区役所自治推進課内）へ。

　 堺区役所自治推進課（☎228-7082　FAX228-7844）

日時 場所
対象 定員 費用

申込

問

法律相談 　　　 　　　　　

相談時間　13:00～16:00
場所　各区役所企画総務課(南区役所は総務課)
予約開始　9:00から ※日・祝休日は直前の執務日
先着各６人　同一相談は１回限り(25分以内)

区 堺区 中区 東区 西区 南区 北区 美原区
相談日 月・水・金 火・木 水・金 金・火 月・水 木・月 木

予約開始日※ 相談日の前日 直前の月 直前の火 直前の木 直前の金 直前の水 直前の月
問合先 ☎228-7403 ☎270-8181 ☎287-8100 ☎275-1901 ☎290-1800 ☎258-6706 ☎363-9311

要予約 どの区でも

堺区の相談　　無料　12：00～12：45と祝休日は休み
  ＝電話相談可　　どの区でも  ＝他区でも相談可

　　　　　    
教育相談 

（小・中学生の家庭教育や学校生活、転校手続きなど）
月～金　9：00～17：00
堺区役所企画総務課   　専用☎228-0292　FAX228-7844

児童相談 
（子どものしつけ、虐待、非行、家族関係など） 月～金　9：00～17：30

堺区役所子育て支援課　☎228-7023　FAX222-4801
※1  母子・父子自立支援員による相談は、月・火・木・金曜日の

9：00～16：00
※2  女性相談員は不在の場合がありますので、事前にご確認

ください。

市民相談・人権相談   どの区でも
（日常生活での問題や人権の問題など）

月～金　9：00～17：00
堺区役所企画総務課　☎228-7403　FAX228-7844

ひとり親相談 ※1 

行政相談   どの区でも
（国の行政全般についての苦情、要望など）

2/10　14：00～16：00　 場所  堺区役所企画総務課
問 市政情報課　☎228-7475　FAX228-7444

女性相談 ※2 
（離婚、配偶者からの暴力、生活など）

人権擁護委員による人権相談
   どの区でも

1/6  2/3　14：00～16：00　 場所  堺区役所企画総務課
問 人権企画調整課　☎228-7159　FAX228-8070

子育て相談 
（子どもとの関わり、健康・成長・発達など）

行政書士による相談
 要予約   どの区でも

2/15　10：00～12：00　予約は2/9  9：00から先着4人
堺区役所企画総務課　☎228-7403　FAX228-7844

労働相談 どの区でも
（解雇・賃金に関するトラブルなど）

雇用推進課で実施　11ページ

交通事故相談 月～金　10：00～17：00
堺区役所企画総務課　☎228-7403　FAX228-7844

就労相談 どの区でも
（求人情報の提供、就職活動のサポートなど）

ジョブシップさかいで実施　11ページ

登記・測量相談 要予約 1/12　13：00～16：00　先着６人
堺区役所企画総務課　☎228-7403　FAX228-7844

生活・仕事相談   どの区でも
（くらしや仕事での困りごとなど）

すてっぷ・堺で実施　11ページ

他区も含めた
日程はこちら

過去の茶会の様子

前回（11月13日）実施時の様子

令和4年堺区成人式若者実行委員の皆さん

キックバイクを用いた　はじめての自転車教室

第４回　堺おもてなし茶会

赤十字　健康生活支援講習を開催

次代を担う新成人の門出を祝う　堺区成人式

入場開始 式典時間 中学校区
午前の部 9:20 10:00～10:30 殿馬場・三国丘・旭
午後の部 12:20 13:00～13:30 月州・浅香山・大浜・陵西

けんけつちゃん

市民憲章を朗読 新成人メッセージを発表

今年の成人式
は私たちが盛りあげます

新年のごあいさつ
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。
新型コロナウイルスについては、新規感染数も落ち着いてきましたが、一方で新しい変異株の影響

が懸念されるところです。とりわけ年始は多くの人が移動する時期ですので、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。

さて、昨年は長年の懸案であった堺保健センターとちぬが丘保健センターが市役所敷地内に移転
統合しました。新しいセンターは、「便利で快適な施設」「堺らしい空間」「最新の感染症対策」をコン
セプトに、誰もが快適に利用できる施設となっています。また、堺区役所各課と連携した取組を一層進
め、区民の皆様の一層の健康増進活動に繋げてまいります。

新年を迎え、今年、堺区は「防災体制の強化」に重点的に取り組みます。とりわけ昼間人口、単身
高齢者世帯数、外国人居住者が全区中で最も多いという堺区の特性を踏まえ、区民、事業所等と連
携し、真に切れ目のない防災体制の構築を図ってまいります。

どうか区民の皆さまにおかれましては、引き続き区政へのご理解とご協
力をよろしくお願いいたします。

結びにあたり、本年が皆さまにとって、幸多き素晴らしい年となりますよう 
祈念いたしまして、年頭のご挨拶といたします。

堺区長 西
にし

本
もと

　秀
ひで

司
し

堺区自治連合
協議会会長 久

く

保
ぼ

　照
てる

男
お

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、昨年も令和2年から猛威を振るう新型コロナウイルス感染症により、様々な活動が制限されま

した。自治会活動におきましても地域のイベントや区民まつりなどが中止となりましたが、人と人とを繋ぐ
自治会活動をご理解いただきたく、感染状況が落ち着いた11月に「自治会さんぽ～堺区自治会ふれ
あいパネル展」を開催したところ、多くの方にご来場いただきました。

また、住民の命を守る取組である防災活動については、Withコロナを意識しながらその活動を継続
しています。

今なお新型コロナウイルス感染症再拡大への不安は残っていますが、自治会は引き続き感染対策
への強い意識のもと住みよいまちづくりをめざして活動してまいります。

どうか区民の皆さまにおかれましては、防災や防犯など身近な取組を
きっかけに、自治会活動に関心を持っていただき、取組への参加や自治会
への加入をお願いします。

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
祈念し、年頭のご挨拶とします。

堺消防署では、貴重な文化財を守るため、文化財
を保有している事業所と合同で消防訓練を実施し
ています。
堺区内には、たくさんの文化財があります。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。
　 堺消防署（☎228-0119　FAX228-4087）問

1月26日は文化財防火デーです
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成年後見制度とは、認知症などにより判断能力が十分でな
い方が自分らしく安心して暮らせるように、本人の権利や
財産を守り、本人の意思を尊重した生活ができるよう支援
する制度です。

法定後見制度
…�判断能力に応じて家庭裁判所により選任された「後見・保佐・補助」人が
本人を支援します。
任意後見制度
…�本人が十分な判断能力を有している時にあらかじめ委任する人や事務を
決め、判断能力が不十分となった後に効力が発生します。

詳しくはお近くの地域包括支援センター（区広報紙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　FAX228-7058）問

コロナ禍での出産は不安もあるかもしれません。助産師さんと一緒に出産に向け
てリラックスする時間を過ごしませんか。
　　�1月19日（水）10～11時30分
　　�堺区在住の妊婦
　　�先着7組程度
　　�1月14日までに市ホームページ（QRコード）から
　　�※申し込み時は必ず電話番号を入力してください。
　　�Cisco�Webex�Meetingsを使用したオンライン（通信費は自己負担）

日時
対象
定員
申込

方法

■移動図書館
1月16・30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中
央図書館へお問い合わせください。

親子でおはなしをしたり、身体を動かしてあそびませんか。
　　�1月26日（水）10時30分～11時30分
　　�さかいっこひろば（堺東駅前�ジョルノ3階「あそびの場」のイベントスペース）
　　�堺区在住の1歳6カ月～2歳までの子どもとその保護者
　　�先着4組程度
　　�1月7～18日に市ホームページ
　　�（QRコード）から
　　�※申し込み時は必ず電話番号を入力してください。

日時
場所
対象
定員
申込

「ついつい食べ過ぎてしまう」「今年こそは減量したい」と思っている方におすす
めのヘルシーメニューの実演をします。試食はありません。
　　�1月27日（木）10～11時30�分
　　�堺保健センター4階
　　�おおむね64歳以下の方
　　�先着12人
　　　�筆記用具、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
　　�1月4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。

日時
場所
対象
定員
持ち物
申込

コロナ感染予防のため、外出する機会が減り、体力が低下したなど、心配な事は
ありませんか。ロコモの基礎知識と予防について学びましょう。
　　�1月27日（木）14～15時30分（13時45分より受付開始）
　　�堺保健センター3階　　　�先着30人　　　　�筆記用具、お茶
　　�1月4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。

日時
場所 定員 持ち物
申込

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　FAX228-7844）問

子育て Café オンライン
「出産までのこころのつくりかた」

「親子で遊ぼう！
子育て交流会 at さかいっこひろば」

子 育 て 支 援 課 通 信
☎ 228-7023・222-4800　FAX 222-4801

子育て支援課のホームページ（QR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。

図
と

書
し ょ

館
か ん

からのおしらせ

中央図書館（堺区大仙中町１8-1　☎︎244-3811　FAX244-3321)
堺市駅前分館（堺区田出井町１-1-300　☎︎222-0140　FAX222-0158）
図書館カウンター堺東（堺東駅前ジョルノ２階　☎︎232-1011）

■開館時間
①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
②図書館カウンター堺東　8～21時
■休館日　
①中央図書館・堺市駅前分館…1月1～3・17・24・31日
②図書館カウンター堺東…1月1～3・6・20日
■図書館サポーター養成講座
図書館の事業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。1月13日か2月10日10時15分～12時、中央図書館１階集会室
で。両日とも先着9人（無料）。申込は1月5日10時から、来館、電話、FAX、メー
ルで氏名と電話番号を同館へ。

名称・内容 開催日 その他
子どもの本だいすき「空」の会 1月20日（木）10:15～12:00 テーマ：ずばり　お正月の絵本

堺市図書館友の会 1月28日（金）10:30～12:00 町田康著　「くっすん大黒」

■中央図書館の催し【読書会】　場所：1階集会室

※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。
※�くるみひろば、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。

■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
名称 対象 中央図書館 堺市駅前分館

くるみひろば 乳幼児�
向け

場所：1階集会室�
1月15日（土）11:00~11:20�
（1月5日（水）10時から受付）

おはなし会 子ども�
向け

場所：1階集会室�
1月15日（土）15:00～15:30�
（1月5日（水）10時から受付）�
2月5日（土）15:00～15:30�
（1月26日（水）10時から受付）

えほんのもり 2・3歳児�
向け

場所：1階集会室�
1月25日（火）11:00～11:20�
（1月12日（水）10時から受付）

ブックフェア

子ども�
向け

場所：1階ロビー�
「この本、読んでみて！」 「おうち時間をたのしもう」

一般�
向け

場所：2階閲覧室�
「マイペースでおうち時間を楽しむ」 「なつかしのあれこれ」

堺保健センターつうしん堺保健センターつうしん

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。
○�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　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。
○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　�☎238-0123　FAX227-1593　�
堺区南瓦町3番1号 堺保健センターとちぬが丘保健センターは10月11日に移転・統合しました。

妊婦教室
〈予約制〉無料
男性（パパ）も
参加可

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

ＢＣＧ予防接種
無料

生後1歳未満の子ども
(個別通知）

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）

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

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

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

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

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

堺保健
センター 妊娠中に2回

12日
11:00～11:40
13:30～14:10

7日
13:30～15:00
14日

9:30～11:00

12・25日
9:30～11:00

28日
13:30～15:30 2月21日

5日
2月2日

9:30～11:00

5日
2月2日

9:30～11:00

11・13・17日
14:00～16:00
21日

13:00～15:00

地域包括支援センターだより
 高齢者の総合相談窓口

ご存じですか？
成年後見制度

いずれも無料

いずれも無料

こんにちは 堺保健センターこんにちは 堺保健センター
～お正月太りを解消～簡単ヘルシークッキング

ロコモ予防講演会～健康長寿のための秘訣～

過去の講演会の様子

一緒にロコモ予防体操をしよう！
動きやすい服装できてね！


