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148,784人（38人減）

人のうごき（堺区）
令和4年12月1日推計（　）は前月比
人口

73,645人（23人減）男
75,139人（15人減）女
75,342世帯（37世帯増）世帯

人口密度
面積

6,288人/　 
23.66 　
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三国丘小学校４年　河野　真希
こうの ま き

～堺区への思い～

●編集・発行／堺区役所企画総務課

　家から山や古墳が見えてとてもきれ
いです。東雲公園はいろいろな遊びが
できるいい公園です。今度遊びにきて
ください。
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堺区役所企画総務課(☎228-7403　℻228-7844)問

宿院宿院

妙国寺前妙国寺前
神明町神明町

花田口花田口

大小路大小路

寺地町寺地町

御陵前御陵前

綾ノ町綾ノ町

浅香山駅浅香山駅

三国ヶ丘駅三国ヶ丘駅

堺区宿院町東2丁1-6
☎232-1029 
堺区宿院町東2丁1-6
☎232-1029 

1月末まで授与品をご用意して
おります。

住吉大社・宿院頓宮

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

例年通り「戎祭」を行います。

石津神社

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

田守神社

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

昨年同様戎祭を行います。

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

堺区西湊町1丁2-18
☎241-4168

御神酒授与、厄除大根甘酒振舞授与

船待神社

日時 1月1日 0時から

日時 1月9・10日 9～21時 初詣に行くときは検温やマスクの着用、手指の消毒をお願いします。
詳しくは各神社へお問い合わせください。初詣の際は阪堺電車を

ご利用ください。

月洲神社月洲神社

高須神社高須神社

方違神社方違神社

船待神社船待神社

石津神社石津神社

菅原神社菅原神社

開口神社開口神社

住吉大社・
宿院頓宮
住吉大社・
宿院頓宮

田守神社

三が日以外にもご参拝ください。

堺区甲斐町東2丁1-29
☎221-0171
堺区甲斐町東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

堺区北三国ヶ丘町2丁2-1
☎232-1216
堺区北三国ヶ丘町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

堺区北半町東3丁5
☎232-5164
堺区北半町東3丁5
☎232-5164

高須神社

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

月洲神社
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令和４年7月から9月にかけて、堺市在住・在学の
小学3年生から中学生を対象に募集した堺区広
報紙題字「堺」の書道作品の展示を行います。
日時  1月4日 正午～13日 15時
場所 市役所本館エントランス

「ロコモチェック」をしてみませんか。血圧・握力・下肢筋力・日常生活の様
子から運動機能を測定するイベントです。また、健康や介護などの相談も
お受けします。（予約不要・アスマイルポイント付与）
日時  2月1日(水) 14～16時（受付15時30分まで）
場所 堺老人福祉センター(堺区協和町3丁128-4)
対象 堺区在住の65歳以上の方

幼少期から自転車マナーを身につけるきっかけとし
て、「初めての自転車教室」を開催します。
日時   2月4日（土）9時10分～15時20分  

5回開催（各40分）
場所 Minaさかい（堺市役所前）
対象 堺区在住の3～4歳児　要申込 市 HP（QRコード）参照

ジョルノで雪遊びを楽しもう。かまくらでの記念撮影や、親子で楽しめる
雪だるまづくりなどを体験できます。堺の名産品
が抽選で当たるデジタルクイズラリーも開催。
日程  1月14・15日
場所 ジョルノ(堺区三国ヶ丘御幸通154)

茶の湯の文化が息づくまちをめざして、表千家同門会大阪支部の方によ
る茶会を開催します。本格的なお抹茶と季節をあ
しらった和菓子をお楽しみください。
日時  1月27日(金) 14～15時
場所 市役所本館エントランス
定員 先着45人。13時30分から会場で整理券を配布。

かつて堺の大浜にあった堺大浜飛行場と日本航空輸送研究所について、
『航空経済の第一声』(堺市博物館蔵)をもとに講演します。

日時   1月15日(日) 15～16時
場所 さかい利晶の杜(堺区宿院町西2丁1-1)　有料
申込  先着順。直接、電話、FAXか申込フォーム（ HP ）で 問  へ 

詳しくは、さかい利晶の杜 HP (QRコード)参照

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）

2/9　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

1/5、2/2　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

2/21　10：00～12：00　予約は2/15　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 第2水　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

堺おもてなし茶会
問  文化課　☎228-7143　℻228-8174

「堺」の書道作品の展示します
問  堺区役所企画総務課　☎228-7403　℻228-7844

さかい利晶の杜歴史講座「堺大浜飛行場」
問  さかい利晶の杜　☎260-4386　℻260-4725

健康あんしん保健室の開催
問  堺第4地域包括支援センター　☎275-8586　℻275-8587

「初めての自転車教室」の参加者を募集します！
問  堺区役所企画総務課　☎228-7403　℻228-7844

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。

昨年の展示の様子

ジョルノSoto雪あそび
問   ジョルノ営業者会　☎267-4192 

地域産業課　　　　☎228-8814　℻228-8816

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。
堺区では、昨年より区域の安全・安心の実現に向け、「将来の担い手

育成」「地域防災力の強化」「誰一人取り残さない防災体制の構築」
の三つの柱を掲げ、防災体制を強化し、取り組んでいます。今年も引き
続き、取組を推進してまいりますので、区民の皆さまのご協力をお願い
いたします。

一方、防災力の強化には、自治会など地域の皆さまのつながりが重
要です。今後も区民の皆さまの自主的な活動を支援し、活力ある地域
社会の実現につなげてまいります。

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 東
あずまや

屋　好
よしはる

晴 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。
旧年中は自治会活動にご支援・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。
コロナ禍においても、自治会では日頃より地域の防災・防犯活動に努

めています。防災訓練や登下校の見守り活動、防犯パトロール、地域
美化活動など、すべての人が安全・安心で健やかに暮らせるまちづく
りのための活動を行っております。

防災・防犯では地域の皆様が互いに助け合う「共助」の力と地域の
繋がりが大切です。

どうか皆さまにおかれましては、身近な活動をきっかけに、自治会活
動に関心を持っていただき、参加や協力、また自治会への加入をお願

いいたします。
結びにあたり、本年が皆様にとって幸多き

年となりますよう祈念いたしまして、年頭の
ご挨拶とさせていただきます。

新年のごあいさつ

令和五年

堺区長直行便 ご意見をお待ち
しています。
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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階ロビー

「この本、
読んでみて！」

場所：2階閲覧室
「生物多様性について

考えよう」

19日
10:15～12:00

テーマ：探検！宮沢賢治

27日
10:30～12:00

早坂暁著
「夢千代日記」

場所：1階集会室
21日

11:00～11:20
（11日10時から受付）

場所：1階集会室
時間：15:00～15:30

7日（申込受付中）
21日（11日10時から受付）

2月4日（25日10時から受付）

場所：1階集会室
24日

11:00～11:20
（11日10時から受付）

堺市駅前分館 「うさぎは一羽？」 「初夢は見ましたか？」 ※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。

塩分のとり過ぎは高血圧症などの原因となります。講話と調理実演でお
いしく減塩する方法を学びます。試食はありません。
日時  1月26日(木) 10～11時30分　場所 堺保健センター 4階　
対象 74歳以下の方　定員  先着12人　
持ち物   筆記用具、家庭で作ったみそ汁 

(汁を容器に入れたもの)
要申込   1月4日(水)から電話かFAXで 問  か市 HP 

(QRコード)参照

1月20～31日に減らしおキッチンで減塩メニューを食べて電
子アンケートに回答すると、アスマイルアプリで500ポイントを
プレゼント。詳しくは 問  か市 HP(QRコード)参照

堺区内にはたくさんの文化財があり、重要な文化財を
守るため、文化財を保有している事業所に立入検査を
行ったり、合同で消防訓練をしています。

4月から認定こども園や保育所などの0・1歳児クラスに入園が
決定している親子を対象に、助産師・作田美穂さんが入園にむ
けた生活リズムや卒乳のことなどをお話します。

日時  1月9日（祝日）下表参照　場所 フェニーチェ堺（堺区翁橋町2丁1-1）
新型コロナウイルス感染症対策のため、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。当日は先に送付した案内はがきを
持参してください。よくある質問など、詳しくは、市 HP(QRコード)参照

実行委員のみなさんと一緒に考えたフォトスポットが会場に登場します。
※当日はスタッフの誘導に従ってください。

0歳児クラス
日時  1月25日(水) 10時30分～11時30分
場所 さかいっこひろば
定員 先着5組
申込  1月12～20日に市 HP から受付

1歳児クラス
日時  2月13日(月) 10～11時30分
場所 市役所本館地下1階
定員 先着10組
申込  1月16～2月3日に市 HP から受付

新しくできた「子育てファミリーのための防災ブック堺区版」を
もとに、講座を行います。
講師 防災士・北口ひろこさん、光武さやかさん
日時  1月31日(火) 10～11時30分
開催 市役所本館地下1階　多目的室
対象 堺区在住の未就学児の子とその保護者(保護者のみの参加も可)
定員 先着10組　申込 1月10～25日に市 HP（QRコード）から受付

令和5年堺市二十歳の集い(堺区)
問  堺区役所自治推進課　☎228-7082　FAX228-7844

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

堺区子育てファミリー防災講座0歳児・1歳児保育園生活準備講座を開催

■移動図書館　
日時  1月15・29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

■図書館サポーター養成講座　
日時  1月26日（木） 10時15分～12時　場所 中央図書館1階
定員 先着18人　
要申込  1月12日（木）10時から。詳しくは市 HP(QRコード)参照

毎年1月26日は文化財防火デーです
問  堺消防署　☎228-0119　FAX228-4087

日時  1月16日(月)9時45分～10時30分、11～11時45分
場所 堺保健センター3階　
要申込   電話かFAXで 問  か、市 HP(QRコード)参照

堺保健センター通信 問 ☎238-0123　FAX227-1593

『減らしお講座』～塩分をとり過ぎていませんか？～

減らしおキッチンを利用してアスマイルポイントをもらおう

生後9～11ヵ月頃の「カミカミ・パクパク離乳食講習会」

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
11日

11:00～11:40
13:30～14:10

11・24日
9:30～
11:00

27日
13:30～15:30

2月20日
午後

25日
9:30～11:00

25日
9:30～11:00

10・12・16・20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。

10月に実施する住宅・土地統計調査の調査区域を明確にするため、指導
員が市内を巡回し、住戸数などの確認を行います。外観調査にて行い、世
帯への訪問はありません。ご理解とご協力をお願いします。

住宅・土地統計調査に備えた市内巡回にご理解を
問   堺区役所企画総務課　　　☎228-7403　FAX228-7844 

政策企画部調査統計担当　☎228-7450　FAX230-4726

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 堺市立図書館

ホームページ

■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：1月1～4・16・23・30日
　　　　　　図書館カウンター堺東　8～21時　※休館日：1月1～5・19日

※式典内容を変更する場合があります。
※ 式典会場(大ホール)への入場は式典参加者に限ります(介助が必要な方は 問 へご連絡ください。)

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

令和5年堺区二十歳の集い実行委員のみなさん

※ 交通事情により遅れることがあり
ます。なお、堺区以外は中央図書
館へお問い合わせください。

今年の二十歳の集いは私たちが盛りあげます


