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熊野小学校5年　太田　蒼
おおた あおい

～堺区への思い～

●編集・発行／堺区役所企画総務課

　私は、堺の町が大好きです。今も、仁徳
天皇陵古墳や包丁、線香で有名だけど、将
来、私達子供が活やくして、もっと有名で
誇れる町にしたいです。

11月の防災・防犯フェスタ
で体験プログラムの企
画・運営に参加して、私自
身も楽しく学べました。
「防災を楽しく！」という
発想は、校区の防災訓練
に活かしていこうと思いま
した。

堺区防災・防犯フェスタの様子

毛布で作った担架で応急搬送を体験する様子

子育て世代のママさんたちが、福島県で被災した体
験をもとに作りました。子育て世代に役立つ防災情
報を読みやすくまとめており、家族の避難ルールな
どを決めるきっかけにしてください。

若い世代から防災への関心を高めるため、堺区防災・防犯フェスタにて親子で楽し
みながら防災を学べるプログラムを実施しました。

外国人の方が必要な災
害情報を素早く手に入
れられるカードです。
7か国語版を作成し、3月
中旬以降観光案内所、堺
ホテル協会加盟ホテルで
配付予定です。

配布場所など
詳しくは
こちら

堺区役所防災推進室(☎248-6799　℻228-7844)問

堺区役所企画総務課(☎228-7403　℻228-7844)問

堺区では「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3つの方針のもと、様々な取り組みを行っています。

防災力強化に向けた取組を進めています防災力強化に向けた取組を進めています防災力強化に向けた取組を進めています防災力強化に向けた取組を進めています
子育てファミリーのための防災ブック

親子向けの防災プログラム

防災お役立ちカード

堺区防災サポーター募集中！

第3回会議のお知らせ

日時 3月17日(金)15時30分から
場所 市役所本館3階 大会議室1
　　 傍聴を希望される方は、15時から直接会場へ
　　 詳しくは、区 HP 参照

子育て世代への防災情報の
発信や体験等を実施

堺区防災サポーターが
活躍中

外国人の方への
対応を強化

堺区政策会議
堺区内で防災活動に関わる区民の方や有識者
から防災をテーマに意見をいただき、取組に反
映しています。

堺区では防災士資格取得費用
の補助をしています。資格取得
後は「堺区防災サポーター」と
して活躍しています。

わたしたちと一緒に
地域の防災訓練などに
参加しませんか。

将来の担い手育成

誰一人取り残さない防災体制の構築

地域防災力の強化
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日本茶のおいしい楽しみ方を学んで「堺キッズお茶マイスター」になろう。
日時   ①3月21日(火) 10時30分～12時、13時30分～15時 

②3月28日(火) 10時30分～12時、13時30分～15時
対象 小・中学生とその保護者
場所  ①ウェスティ(西区鳳東町6丁600) 

② さかい利晶の杜(堺区宿院町西 
2丁1-1)　 有料 

要申込   直接か 問  かさかい利晶の杜 (QRコード)参照 
詳しくは、さかい利晶の杜 (QRコード)参照

堺区役所市民課窓口において、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ています。
クレジットカード(VISA・Mastercard)や電
子マネー(WAONなど)に加えて、QRコード
(PayPayなど)による決済も利用できます。

堺区で音楽や舞踊、芸術などの活動を行っている方が、日ごろの成果を発
表します。皆さんの熱演と力作をぜひお楽しみください。
※公共交通機関をご利用ください。来場者への無料駐車券の発行は行いません。

日時  3月12日(日) 10～15時
場所  フェニーチェ堺 大スタジオ 

（堺区翁橋町2丁1-1）

日時  3月 11日（土） 10～17時 
12日(日) 10～16時

場所 フェニーチェ堺 交流・創作ガレリア

車いす体験や、ボランティアに関する基礎知識を学んだり、ボランティア
相談員による活動相談を行います。
日時  3月17日(金) 13時30分～15時
対象 ボランティア活動について学びたい方
場所  堺市総合福祉会館(堺区南瓦町2丁1)　定員 先着10人
申込  3月10日までに、電話かFAXで住所、氏名(ふりがな)、電話番号を

書いて、問  へ

認知症の方を支える制度等についての紹介や
当事者の作品展示、また、高齢者虐待・消費者
被害・詐欺被害の予防についてのパネル展を開
催します。
期間  3月6～17日　初日は12時からの開催。

17日は15時まで。
場所  市役所本館1階

3月1～7日、全国一斉に春の火災予防運動が実施されます。
火災が発生しやすいこれからの時期に、家庭や 
職場で火の元の点検をしましょう。
この期間中に「堺消防署防災写真展」入賞作品の
展示を行います。
期間 3月1～7日　場所 市役所高層館1階ロビー

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）

4/13　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

3/2、4/6　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

4/18　10：00～12：00　予約は4/12　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

市議会議員・府議会議員・府知事選挙　
投票日は4月9日(日)です

問  堺区選挙管理委員会事務局　☎228-7263　℻228-7844

堺区ボランティアオリエンテーション
問  堺市社会福祉協議会　堺区事務所　☎226-2987　℻226-1952

認知症・高齢者権利擁護パネル展
問  堺基幹型包括支援センター　☎228-7052　℻228-7058

堺消防署防災写真展
問  堺消防署　☎228-0119　℻228-4087

堺キッズお茶マイスターになろう！
問  さかい利晶の杜　☎260-4386　℻260-4725

市民課窓口でキャッシュレス決済が利用できます
問  堺区役所市民課　☎228-7419　℻221-1471

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。

堺区民文化祭を開催します
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

出演の部 展示の部

順番 サークル名 ジャンル
1 ホープマリンバグループ 楽器演奏
2 文の会 新舞踊
3 La Sierra Venus 歌とギター演奏
4 堺・市扇雀 すずめ踊り
5 利休ウクレレトーンズ・ヒナヒナ 楽器演奏とフラダンス
6 Quattro Foglio 楽器演奏
7 湊さくらんぼ よさこい踊り
8 左海相撲甚句会 相撲甚句
9 堺ヤマノクチ大学・朗読クラス 朗読

10 だいせん手話同好会 手話コーラス
11 BATON　STUDIO　DREAM バトン・トワリング
12 鶴の会 新舞踊
13 堺勇舞雀・光組 すずめ踊り
14 大仙民踊同好会 新舞踊
15 Happy Street Boys 楽器演奏
16 スタジオOZK　キッズクラス 歌とダンス
17 浅香山校区 Dance studio M'ndW キッズダンス
18 宏友会 新舞踊
19 ハンドベルグループ　ブーケ 楽器演奏
20 Halau Hula Aloha Nui Loa フラダンス
21 錦綾女性団体タチバナ会 踊り
22 英彰 Dance School キッズダンス

サンスクエア堺　フェスティバル
問  サンスクエア堺　☎222-3561　℻222-8522

「堺市民の交流の輪」をテーマに、手作りおもちゃ体験会やコンサート、フ
リーマーケットなどふれあいの大切さを感じるイベントを開催します。詳
しくは、サンスクエア堺 (QRコード)参照
日時  3月11・12日 10～17時
場所 サンスクエア堺（堺区田出井町2-1）

期日前投票が利用できます。

▼府知事選挙＝3月24日～4月8日

▼市議会議員選挙・府議会議員選挙＝4月1～8日
時間 8時30分～20時(4月4日以降は21時まで)
場所  市役所本館3階大会議室1 

詳しくは、投票所入場整理券に同封の案内や
市 (QRコード)参照



33 令和 5年（２０２3）3月 1日堺区広報

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

80歳以上の方を対象に「高齢者いい歯自慢コンテスト」を開催します。
応募された方の中から優秀な方を表彰します。（今までに同コンテストで
最優秀賞、大阪府歯科医師会長賞、堺市歯科医師会長賞、優秀賞で表彰
された方の応募はご遠慮ください。）
対象 以下の①～③すべてに該当される方
① 昭和18年3月31日以前にお生まれの80歳以

上の方
② 20本以上ご自分の歯をお持ちの堺市民の方
③保健センターでの審査に参加できる方
要申込  3月31日(金)までに 問  へ
※FAXでお申込みの場合、受け取りの連絡をさせていただきます。
　連絡がない場合は、お手数をおかけいたしますが、お知らせいただきま

すようお願いいたします。

日時  4月5日(水)10～10時45分、11～11時45分
場所 堺保健センター 3階　定員 先着各10人
要申込   3月8日（水）から 問  か市電子申請システム(QRコード)参照

野菜の重さぴったりゲーム　釣りゲーム、野菜スタンプを使った制作など
の体験を通して、親子で食について楽しく学んでみませんか。
ブースを全部まわると食育グッズをもらえます。
日時  3月27日(月)  1部:13～14時30分、 

2部:14時30分～16時
場所 堺保健センター 3階
要申込   3月2日（木）から 問  か市電子申請システム（QRコード）参照

堺保健センター通信 問 ☎238-0123　FAX227-1593

「高齢者いい歯自慢コンテスト」参加者募集

春休み☆親子で「食のわくわく体験ランド」

生後9～11カ月前後の子どものための
「カミカミ・パクパク離乳食講習会」

妊婦教室
〈予約制〉無料

男性（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
8日

11:00～11:40
13:30～14:10

8・28日
9:30～11:00

24日
13:30～15:30

3月1日
9:30～11:00

3月1日
9:30～11:00

7・9・17・20日
14:00～16:00

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。

同年代の親どうしでお話しながら、アロマでリラックスしま
せんか。Me timeで自分時間を一緒に過ごしましょう。
日時  3月22日(水) 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番地 ジョルノ3階）　
講師 佐々木　恵さん
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　要申込  3月3～17日に市 (QRコード)参照

来所、電話、メール、オンラインのいずれか
でご相談ください。
詳しくは、市 (QRコード)参照

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

「Me time」アロマでリラックス 18歳までの子育て相談を行っています

詩人・伊東静雄の命日「菜の花忌」にちなんで、講演会を開催します。
詩の朗読やミニコンサートも行います。
日時  3月12日(日) 14～16時　定員 先着30人　有料
場所 三国丘幼稚園(北三国ケ丘町4丁1-12)　
講師 郷土史家・桧本多加三さん　
問  けやき通りまちづくりの会(小川　☎090-3052-5180)

「よみきかせサークル　はなしのたね」による、春の
絵本の読み聞かせや手遊びなどを行います。
日時  3月26日(日) 11～11時30分
場所 中央図書館　定員 先着20人

「おはなしどんぐり」による昔話などの語り聞かせを、2部制で行います。
日時  3月25日(土) 10時45分～11時15分、11時25分～11時55分
場所 中央図書館　定員 各回先着20人

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

伊東静雄「菜の花忌」講演会 春の絵本を楽しむ会

春のおはなし大会

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 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
「おでかけしよう！」

場所：子ども室内
さかい子ども司書ブックフェア
「私たちの知らない世界を

のぞいてみよう」

場所：2階閲覧室
「私と短歌

―短歌を知ろう、詠もう―」

24日
10:30～12:00
チョ ナムジュ著

「82年生まれ、キム・ジヨン」

場所：1階集会室
18日

11:00～11:20
申込不要・先着順

場所：1階集会室
4・18日

15:00～15:30
申込不要・先着順

場所：1階集会室
28日

11:00～11:20
申込不要・先着順

堺市駅前分館 「その後どうする？」 「心地よく目覚めるために」※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：3月6・13・20・27・31日
　　　　　　図書館カウンター堺東　8～21時　※休館日：3月2・16日

日時  3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
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。

移動図書館

子育て支援課は、毎月第2水曜10時30分～11時30分にさかいっこひろば
にてお子さんの身体測定をしています。
はじめてのさかいっこひろばをご利用の方は登録が必要です。(登録無料)


