
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
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■

■

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
(道路の維持・補修など)

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）
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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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人のうごき（堺区）
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賢明学院小学校３年　桒原　輪
くわばら りん

～堺区への思い～

●編集・発行／堺区役所企画総務課

　わたしは堺に生まれて、堺区の学校
に通っています。伝統のある町、堺が好
きです。

問 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）へ。
今後の新型コロナウイルス感染症拡大の状況によって、イベント内容等に変更がある場合があります。最新情報は市ホームページや問い合わせ先へご確認ください。

はたら
く車がやってくる！ 体験コーナー
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11月20日日10～15時 Minaさかい
(市役所前市民交流広場)会場

仮面ライダー
ギーツショー

消防音楽隊による演奏

観覧無料

1回目
10時15分から
2回目
14時15分から

テレビやラジオなどのメディアにも多数出演！
防災系YouTuberとしても活動する
高荷智也さんによるトークショー

「後悔しない防災対策！
今日から始めるわが家の備え」
～南海トラフ巨大地震や風水害
から「命」と「生活」を守る準備～

13時15分から11時から

今年度の堺区ふれあいまつりは中止となり、上記フェスタを開催いたします。

防災・防犯フェスタ堺
区

～あそんで・まなんで・そなえよう！～

雨天決行（但し、天候等により一部内容が変更となる場合があります）

ショー・演奏コーナーショー・演奏コーナー

各種防災ゲームやマンホールトイレ展示・
災害時給水設備の給水体験もあります！

防災トークショー

鑑識体験、制服試着体験
自衛隊VR体験もあります！
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子育て中のママたちの視点で、子育てファミ
リーに役立つ防災情報や日々の備えへのヒント
がたくさん載っています。家庭で防災を考える
きっかけにしてください。下記のQRコードから
ダウンロードできます。
配布場所 堺区役所内（防災推進室、
堺保健センター、子育て支援課）、 
市政情報センター　ほか

堺区内のお気に入りの場所や風景、一品などの写真を募集しています。
応募期間や応募条件など、詳しくは下記のQRコードから。

日時  11月5日（土）11～16時　
場所 さかい利晶の杜（堺区宿院町西2-1-1）SAKAIマルシェ内
寄付を受け付けるものの詳細については 問  かミナクルサカイク

（☎︎245-2531）または、QRコードをご確認ください。

阪堺線を盛り上げるため、「堺ちん電フェスティバル2022」を開催します。
ミニSLに乗車できます。(1人で乗れる子どもに限ります。協力金100円)
※堺観光コンベンション協会による体験イベント「手形アートで大きな金
魚を作ってみよう！」も同時開催しています。
日時  11月19日(土) 10時30分～15時 荒天中止
場所 ザビエル公園(堺区櫛屋町西1-1)
主催 RACDA大阪・堺、未来へつなごう！堺チン電の会
協力 阪堺電気軌道（株）

気温が下がり空気も乾燥し、火災が発生しやすい季節です。ストーブなど
火気器具の取扱いは十分にご注意ください。今年9月末までに堺区内で
多かった火災原因は、放火、たばこ、配線器具によるものです。これらを原
因とする火災を防ぐため、次の点にご注意ください。

防火・防災・消防等に関するもの、家庭内
での防火・防災の取組みに関する写真（た
だし火災・救急等の現場写真は不可としま
す。）を募集します。応募期間
や応募条件など、詳しくは市 
HP （QRコード）参照

11月26日（土）11時から、堺市と関西大学地域連携事業として、関西大学
堺キャンパス（堺区香ヶ丘町1-11-1）にて、不登校に悩む親と子の自立支
援について心理学専門の教授による講演会を開催します。また講演会参
加者を対象にしたイベントも実施します。詳しくは、 問 へ

介護など日常生活でイライラしてしまう怒りの感情とうまく向き合う方法
を学びます。
日時  11月28日(月) 10～11時30分
場所 堺市総合福祉会館(堺区南瓦町2-1)
対象 認知症サポーター、認知症について関心のある方、認知症の方を介
護しているご家族や支援している方　定員 先着50人
申込 11月22日(火)までに住所、氏名、電話番号を 問  へ

防災体制の再構築をテーマに、区民の方や有識者からご意見をいただく
「堺区政策会議」を開催します。
詳しくは区 HP 参照。
日時  11月7日(月) 15～16時30分
場所 市役所高層館20階　第1特別会議室
傍聴 希望される方は、14時30分から直接会場へ。先着順。

11月28日（月）から堺区役所市民課窓口にて、住民票の写しなどの証明書
発行にかかる手数料の支払いで、キャッシュレス決済を導入します。
クレジットカード（VISA・Mastercard）や電子マネー（WAONなど）でお
支払いができます。

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

※中止・延期など変更の場合があります。

他区も含めた
日程はこちら

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　℻228-7844

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　℻222-4801
※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　℻228-7844

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）

12/8　14：00～16：00　 場所  堺区役所企画総務課
問 市政情報課　☎︎228-7475　℻228-7444

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

11/10、12/1　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　℻228-8070

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

12/20　10：00～12：00　予約は12/14　9：00から先着4人
堺区役所企画総務課　☎︎228-7403　℻228-7844

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・火・木・金　10：00～17：00
堺区役所企画総務課　☎︎228-7403　℻228-7844

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 11/9　13：00～16：00　先着６人
堺区役所企画総務課　☎︎228-7403　℻228-7844

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

法律相談 　　　  　　　　　　25分以内

場所  区役所企画総務課（南区役所は総務課）
時間  13：00～16：00（美原区は15：00まで）
予約  9：00から先着各6人（美原区は4人）
※祝休日は直前の執務日〈相談は区ごとに年度内1回限り〉

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

堺区政策会議
問  堺区役所企画総務課　☎︎228-7403　℻228-7844

市民課窓口でキャッシュレス決済がはじまります
問  堺区役所市民課　☎︎228-7419　℻221-1471

子育てファミリーのための防災ブックができました
問  堺区役所防災推進室　☎︎248-6799　℻228-7844

堺区フォトコンテスト テーマ「お気に入り～sakaiku like～」

問  堺区役所企画総務課　☎︎228-7403　℻228-7844

堺区の子ども食堂を応援する「フードドライブ」にご協力ください！
問  堺市社会福祉協議会　堺区事務所　☎︎226-2987　℻226-1952

堺ちん電フェスティバル2022
問  未来へつなごう!堺チン電の会 事務局（交通部）　☎︎228-7756　℻228-8468

11月９～15日は秋の火災予防運動が始まります
問  堺消防署　予防課　☎︎228-0119　℻228-4087

「堺消防署防災写真展」作品募集
問  堺消防署　予防課　☎︎228-0119　℻228-4087

不登校児童・生徒と保護者向けの講演会を開催します
問  関西大学堺キャンパス事務室　☎︎229-5022

認知症サポーターフォローアップ講座 
「怒りについて考える～怒ってもいいやん　うまくつきあえば～」

問  堺基幹型包括支援センター　☎︎228-7052　℻228-7058

イベントは、中止・延期など変更の場合があります。
最新情報は市 HP か問合せ先へご確認ください。堺区長直行便 ご意見をお待ち

しています。

● 家の周りは照明などで明るくし、燃えやすいものを置かない。
● 灰皿には水を入れ、吸い殻はこまめに掃除をする。
●  使わない電気製品のプラグを抜く。電気コードを家具や机の下敷きにし

ない。
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定期的に歯科検診を受け、むし歯や歯周病を予防することは大切です。
堺保健センターでは、歯と歯ぐきの健康チェック
が受けられる「成人の歯科相談」や「子どもの歯相
談室」を下表のとおり実施しています。
また11月1～30日に中央図書館で歯と口の健康
に関する展示を行います。ぜひご覧ください。

子育て中の同年代だからわかり合えることもあります。ちょっとお出かけ
して「お話」をしませんか。今回はヨガも体験できます。
日時  11月29日(火) 10時30分～11時30分　
場所 さかいっこひろば（堺区三国ヶ丘御幸通154）
講師 疋田 衣里さん（JADP認定ヨガインストラクター）
対象 堺区在住の37歳以上で第１子が１歳までの親子
定員 先着5組
申込  11月4～22日までに市 HP (QRコード)から受付

リズムに合わせて大人も子どもも思いっきり身体を動かそう。
日時  11月19日(土) 10～11時30分　
場所 堺市総合福祉会館(堺区南瓦町2-1)
講師 からだとこころのスクール
対象  堺区在住の２～５歳の子とその保護者　定員 20組
申込  10月17日～11月11日に電話で 問  へ 

当日の様子はオンライン配信でも見ることができます。 
詳しくは市 HP (QRコード)参照

子育て支援課通信 問 ☎228-7023・222-4800　FAX222-4801

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図書館通信

ブックフェア 読書会 くるみひろば おはなし会 えほんのもり

子ども向け 一般向け 子どもの本だいすき
「空」の会

堺市図書館 
友の会 乳幼児向け 子ども向け 2・3歳児向け

中央図書館 場所：1階こども室
「大きくなったら…」

場所：2階閲覧室
「秋、お出かけしません

か？」

17日
10:15～12:00

テーマ：シゲリカツヒコ
のパワフル絵本！

25日
10:30～12:00
朝井まかて著

「阿蘭陀西鶴」

場所：1階集会室
19日

11:00～11:20
（9日10時から受付）

場所：1階集会室
時間：15:00～15:30

5日（申込受付中）
19日（9日10時から受付）

12月3日（23日10時から受付）

場所：1階集会室
22日

11:00～11:20
（9日10時から受付）

堺市駅前分館 「ほんとに魔法？」 「翻訳本はいかが？」 ※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。

■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　※休館日：11月7・14・21・28日
　　　　　　図書館カウンター堺東　8～21時　※休館日：11月3・17日

Me time(ミータイム) 〜ふれあいヨガ〜 堺区  子ども家庭フォーラム【親子で楽しい運動遊び】

■移動図書館　
日時  11月13・27日 10時20分～11時
場所  府営戎島住宅内集会所（堺区戎島町1丁）前
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。　

■バトラーへの道！－知的書評合戦ビブリオバトル入門&体験講座－　
おすすめの本を紹介し合い、競い合いませんか。バトラーへの道を堺図書館ビ
ブリオバトル倶楽部がやさしく指導します。おすすめの本をお持ちください。
日時  11月13日（日） 14～15時
場所  中央図書館　申込 直接か電話で氏名と電話番号を同館へ。先着順 

認知症予防のため、脳活性化プログラムを
中心とした12回コースの教室に参加して、
いつまでも若々しく過ごしませんか。
日時   12月16日～3月10日の毎週金曜日  

13時30分～15時（全12回）
場所 堺老人福祉センター（堺区協和町3-128-1）
対象  65歳以上で、介護認定を受けておらず医師に運動を禁止されてい

ない方(はじめて参加される方優先)
定員 抽選12人
申込  11月2～16日、住所、氏名、年齢、電話番号を書いて 問  へ。 

抽選結果は、全員に郵送します。

血圧が高めと言われている方を対象に、高血圧予防のお話や、運動を行
います。健康な体づくりのために生活習慣を見直してみましょう。
日時   12月12・19日 14～15時30分
場所 堺保健センター
対象  堺区在住の40～74歳の方で、2回とも

参加ができ、医師に運動を制限されて
いない方、今回はじめて参加される方

持物  筆記用具、飲み物、動きやすい服装
申込 電話かFAX、電子申請で 問  へ。先着順

堺保健センター通信 問 ☎238-0123　FAX227-1593

「ひらめき脳トレプラス教室」 〜楽しく通って元気でいきいき〜 本当はこわい高血圧〜あなたの血管は大丈夫？〜

11月8日は「いい歯の日」

妊婦教室
〈予約制〉無料

パパも参加可

離乳食講習会
〈予約制〉無料

生後６ヵ月未満の子ども
４ヵ月健診時にも予約可

子どもの歯相談室
〈予約制〉無料

（オンライン申込可）
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

（オンライン申込可）
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(QUS法、超音

波測定）、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）

〈予約不要〉無料 エイズ相談
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

妊娠中に2回
10日

11:00～11:40
13:30～14:10

9・22日
9:30～
11:00

25日
13:30～
15:30

12月19日
午後

2日
12月7日

9:30～11:00

2日
12月7日

9:30～11:00

1・10・18・21日
14:00～16:00

上表以外にも健診、相談を行っています。お気軽にお問い合わせください。

いつものおうちごはんを少しオシャレに。子どもが喜ぶ野菜を使ったクッキ
ングの実演と食育の話を行います。メニューはクリスマスにもおすすめの
キンパ、ヤンニョムチキン、生春巻きクレープです。試食、保育はありません。
日時   12月9日(金) 10～11時30分　
場所 堺保健センター　
対象 おおむね64歳以下の方　持物 筆記用具　
申込  電子申請または電話かFAXで 問  へ。先着順

野菜ソムリエに学ぶ！ごちそうクッキング

毎月第2水曜10時30分～11時30分にさかいっこひろばへ訪問しお子さんの
身体計測をしています。

「個別相談あのね」は毎月個別相談を実施しています。
来所またはオンラインで利用できます。
詳しくは市 HP (QRコード)参照


