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担当区域：錦・錦綾・浅香山・三国丘
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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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148,785人（1人増）

人のうごき（堺区）
令和5年1月1日推計（　）は前月比
人口

73,618人（27人減）男
75,167人（28人増）女
75,379世帯（37世帯増）世帯
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市小学校４年　平原　瑛翔
ひらはら えいと

●編集・発行／堺区役所企画総務課

　やさしい町で魅力があって、
すてきなところです。

～堺区への思い～

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

堺区公式インスタグラム堺区公式インスタグラム
堺区フォトコンテスト～Sakaiku Like～の全応募作品290点の中から入賞作品5点を選定しました。

　　ベストPhoto賞「鷺橋」
＠keito_onchanさん
定点観測、ぼーっと空を見上げた、鱗雲、秋の空だねー。
昨日はここにイソヒヨドリ居たのになぁー。
今日は会えなかった
講評 何気なく通り過ぎそうな環濠の川面に映る空に気づく
　　 ところが良いです。
　　 日常生活の中にある景色の一部を上手く撮影しています。

投稿方法 ① 堺区公式インスタグラム＠sakaiku_officialをフォロー ② 堺区内で素敵な写真を撮影 ③ ハッシュタグ#sakaikuphotoをつけて投稿

堺区では、幼少期から安全な自転車の乗り方の意識付けを行うため、キックバイクを
用いて、楽しみながら、自転車の乗り方や交通ルールが学べる教室を開催しています。
すでに参加された方も大歓迎
日時 3月4日(土) ①10時～ ②11時10分～  ③13時～
場所 Minaさかい
対象 堺区在住の3・4歳児
要申込 市 　(QRコード)参照

区長賞「～癒しの灯り～」
＠yu_kotoriさん

＃sakaikuphotoの
ハッシュタグをつけて
堺区の魅力を

発信してみませんか

堺に癒しの灯りが再び･*･:♪
ステキな音楽と共に、無数のゆらめく灯ろうに
癒されたひとときでした(^^)
講評 「みんなの絵灯ろう 万灯絵」
　　 三千の絵灯ろうが創り出す幻想の世界
　　 素敵なイベントです。 Sakaiku Like！

↑詳しくはQRコードから

「はじめての自転車教室」の参加者を募集

保護者からの声
・本人がとても楽しそうで、参加できてよかった。
・家庭ではできない経験ができた。
・交通ルールを学ぶ機会が少ないため勉強になった。

新人賞「堺の街を着物でぶらり旅」
＠nico888ynmkさん

新人賞「乙姫の休日in堺旧港2022✨」
＠sakukiraponさん

新人賞「大仙公園内日本庭園の紅葉��」
＠sv.photo_lさん



2堺区広報 2堺区広報令和 5年（２０２3）2月 1日

堺区内のボランティアグループがフェニーチェ
堺に大集結します。
ステージでのパフォーマンスや体験コーナー・
物販などのブースが出店します。
子どもから大人まで誰でも楽しめます。ぜひご参
加ください。アスマイルポイントがもらえます。
日時  2月11日(土) 10時30分～16時
場所 フェニーチェ堺(堺区翁橋町2丁1-1)
内容  ステージ発表、体験コーナー、子どもが楽しめるコーナー、

フードドライブなど

犯罪や非行が起きない明るい社会をつくろうとする「社会を明るくする運
動」への理解を深めてもらうために、小・中学生を対象に作文コンテスト
を行いました。今年は審査の結果、堺区から3人が受賞しました。

日時   2月16日～3月15日(土・日曜日、祝日を除く) 9～17時15分 
※16時15分までの入場にご協力ください。

場所 市役所本館3階 会議室
対象者、持ち物など詳しくは、広報さかい5ページを参照。
●  咳・発熱(37.5度以上)の症状がある方は、申告会場へ入場できない場

合があります。
●  申告書は自宅で作成して郵送することができます。3密を避けるため、

郵送による申告書の提出にご協力ください。
●  所得税の確定申告をする方は、市・府民税の申告の必要はありません。

「春へと寄せる音の調べ」と題したピアノコンサートです。
出演 福井奈津音さん【写真】　
曲目  「愛の挨拶 Op.12」、「《忘れられた調べ》第2集より

「春」Op.39-3」など
日時  2月10日(金) 12時10分から
場所 市役所高層館21階 展望ロビー
定員  先着40人。当日11時から会場で整理券を配布しま

す。詳しくは、市 (QRコード)参照

昨年8月～1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。登録団体へは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 問  へ。
日時  2月28日まで(土・日曜日、祝日を除く) 9～17時30分
場所 堺区役所自治推進課(市役所本館3階)

冬は特に血液が不足するため、献血の
重要性が高まります。神石校区で献血を
実施します。
日時  2月3日(金) 10～16時
場所  サカイ引越センター本社(堺区石津北町56)

認知症などにより、判断能力が十分でない方が本人の権利や財産を守
り、意思を尊重した生活ができるよう支援する制度です。
詳しくは、お近くの地域包括支援センター（区版1ページ参照)へ

ストーブの燃料に使われている灯油は危険物です。正しく安全に使って、
寒い冬を乗り切りましょう。

法定後見制度
本人の判断能力に応じて家庭裁判所により選任される(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。

＜注意点＞
●  去年使い切れなかった古い灯油は使用しない。
●  火をつけたまま給油しない。
●  ガソリンや軽油など他の危険物や混油したも

のを使用しない。

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

2/2、3/2　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

VIEW21コンサート
問  文化課　☎228-7143　℻228-8174

集団回収報償金の申請は2月中に
問  堺区役所自治推進課　☎228-7082　℻228-7844

献血にご協力を
問  堺区役所自治推進課　☎228-7082　℻228-7844

成年後見制度とは
問  堺基幹型包括支援センター　☎228-7052　℻228-7058

ストーブは正しく安全に使いましょう
問  堺消防署　☎228-0119　℻228-4087

堺区ボランティアまつりinフェニーチェ堺を開催します
問  堺市社会福祉協議会　堺区事務所　☎226-2987　℻226-1952

令和5年度市・府民税の申告は2月16日〜3月15日
〜郵送による申告がオススメ〜

問  市民税課ナビダイヤル　☎0570-001-731　市民税課　☎231-9751　℻251-5632

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 か問合せ先へご確認ください。

「社会を明るくする運動」作文コンテスト　堺区から3人が受賞
問    「社会を明るくする運動」堺市推進委員会(堺市社会福祉協議会総務課内) 

 ☎232-5420　℻221-7409 か地域共生推進課☎228-0375　℻228-7853

保護司会連絡協議会会長賞
岩田 ひなた さん

(大仙小 6年)
「心の乱れが非行につながる」

BBS会会長賞
白木 琴子 さん

(旭中 3年)
「三人寄れば文殊の知恵」

市長賞
秋山 未野里 さん
(賢明学院小 5年)
「寄りそえる人に」

生ごみの減量·堆肥化ができる、環境に優しい生ごみの処理方法「生きご
みさん」の作り方·育て方を学びます。
日時  2月18日(土) 13時30分～15時　
場所 堺市都市緑化センター(堺区東上野芝町1丁4-3)　
申込  2月8日(水)必着。詳しくは市 (QRコード)参照

段ボール箱の中で生ごみを堆肥に 〜生きごみさん講習会〜

問  資源循環推進課　☎228-7479　℻228-7063

前回の様子
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スマホでのシャッターチャンスや親子の自撮り撮影
のコツなどを知り、ご家族の今を残しませんか。オン
ライン開催なのでご自宅から気軽に参加できます。
日時  2月20日(月) 10～11時30分　
講師 ツナグフォト・池本さおりさん
対象 堺区在住の1歳児までとその保護者　
定員 先着8組　
申込  2月3～15日に市 (QRコード)から受付

未就学児を対象に子育て講座を開催します。ふれあいあそびやパラバ
ルーンなど、遊びや子育て仲間とつながる時間を過ごしましょう。
日時  3月3日(金) 10～11時30分
場所 人権ふれあいセンター(堺区協和町2丁61-1)
対象  英彰・神石・大仙・大仙西・少林寺・新湊・安井小学校区在住の未就

学児とその保護者
定員 先着30組　
申込 2月1～22日に市 (QRコード)から受付

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

まちこどもスマイルDAY子育てcaféオンライン「おうちフォトスタジオ」

オススメの本を紹介し、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  2月26日(日) 14～15時
場所 中央図書館　
申込 直接か電話で同館へ　先着順

市内の保育・育児に関わる団体に、ふるさと納税による寄付金で購入した
年齢別絵本パックを貸し出します。
申込  2月4～18日に中央図書館窓口かFAX、メールで 

詳しくは市 (QRコード)参照

日時  2月12・26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

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

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
「空を見上げてみよう」

場所：2階閲覧室
「アレルギーについて

知ろう」

16日
10:15～12:00

テーマ：舞台は図書館？！
図書館が出てくる絵本

24日
10:30～12:00

小川洋子著
「いつも彼らはどこかに」

場所：1階集会室
18日

11:00～11:20
（8日10時から受付）

場所：1階集会室
時間：15:00～15:30

4日（申込受付中）
18日（8日10時から受付）

3月4日 当日先着順にて受付

場所：1階集会室
28日

11:00～11:20
（15日10時から受付）

堺市駅前分館 「お菓子大好き」 「ガーデニング入門」 ※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：2月6・13・20・27日
　　　　　　図書館カウンター堺東　8～21時　※休館日：2月2・16日

※ 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。

アレルギー性鼻炎・副鼻腔炎・難聴について専門医
から学ぶ「くらしの健康講座」、コロナ禍における口
腔の健康について歯科医師から学ぶ「歯科口腔講
座」を開催します。講座の参加でアスマイルポイント
がたまります。
日時   くらしの健康講座：2月15日(水)14～15時 

歯科口腔講座　　：2月22日(水)13時30分～14時15分
場所 堺保健センター 3階　
定員 先着各30人
申込  電話、FAXで住所、氏名（ふりがな）、電話番号を書いて、 問  へ

健康講座を開催します
弁当箱のサイズ、栄養バランス、詰め方のポイントなどを「聞いて」「見て」
学びませんか。普段の食事づくりにも役立ちます。試食はありません。
日時  3月2日(木) 10～11時30分
場所 堺保健センター 4階　
定員 先着12人
要申込   2月2日から電話、FAX、市 (QRコード)から受付

日時  3月7日(火)9時45分～10時30分、11～11時45分

堺保健センター通信 問 ☎238-0123　FAX227-1593

食育講座〜春からのバランス弁当づくり〜

生後9〜11ヵ月頃の子どものための
「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

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
16日

11:00～11:40
13:30～14:10

8・28日
9:30～11:00

8・24日
13:30～15:30

22日
3月1日

9:30～11:00

22日
3月1日

9:30～11:00

7・9・17日
14:00～16:00

下表以外にも健診、相談を行っています。お気軽にお問い合わせください。

場所 堺保健センター 3階　定員 先着各10人
申込 電話かFAX、市 (QRコード)から受付
持物 母子手帳、塩分濃度測定を希望の方はみそ汁などを50ml程度

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―

絵本パックを貸出します！
ふるさと納税「親子で読書」

移動図書館

堺区長直行便 ご提案・ご意見をお待ちしています。 投稿など詳しくは
こちらから


