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堺区役所

新委員による新たな
会議が、スタートします
新委員による新たな
会議が、スタートします
新委員による新たな
会議が、スタートします

堺区教育・健全育成会議 堺区教育・
健全育成会議とは

　市民に身近な区役所に大学教授やＮＰＯ法人の代表、スクールカ
ウンセラーなど、子どもに関わるさまざまな方が集まり、地域・家

庭教育について話し合っています。

区民評議会 堺区区民評議会とは
　20代の大学生をはじめ、堺区民やお勤め

の方などさまざまな立場の方11人が、堺区をより魅力的なまちにす
るために話し合っています。

地域力
の強化

令和元年度の
テーマ

4月23日
第1回 堺区区民評議会
　委員の自己紹介の中で、
それぞれの専門分野や今後
の区民評議会に向けての思
いを共有しました。

5月14日
事前検討会を行いました
　家庭や地域における教育力の低下につい
て、委員それぞれが日々感じている課題など
を共有しました。

会議から生まれた
　　　これまでの事業

親支援コーディネー
ター

養成講座

PTA支援事業

詳しくは、堺区ホームページ（アドレスは下記参照）でご覧になれます。

子ども観光ガイド

　台風や地震などの自然災害に備える
ため、若者の防災活動への参加など、地
域のつながりを深めるための方策を議
論します。

郷土愛
の醸成

　百舌鳥・古市古墳群の世界文化遺産登録を契機に、
区民の郷土への誇りと満足度をより向上させるための
方策を議論します。

下につい
課題など

地域課題を身近な区役所で考える！地域課題を身近な区役所で考える！ 地域教育を身近な区役所で考える！地域教育を身近な区役所で考える！

堺区長（後列左）と新委員 堺区長（後列左）と新委員

関大
子ども食堂

区民が主役のまちづくりを進めるために
えるを身近な区役所で考を 近な 役 考課題を身近な区役所で考える！ 地域教育を身近な区役所で考地域教育を身近な区役所で考

区民が主役のまちづくりを進めるために区民が主役のまちづくりを進めるために

・子ども観光ガイド
・サカイ・サンセット・ガーデン
・自転車タクシー走行実験
など

これまでのモデル事業

記念撮影用ボードを設置しました記念撮影用ボードを設置しました記念撮影用ボードを設置しました

婚姻や出産などの届出の
記念にご自由に
お使い下さい。

に

市役所本館1階、市民課フロア内にて

職員が撮影の手伝いをしますので、お気軽に
お声掛けください。

 問 合 堺区役所市民課（☎228-7419　FAX221-1417）

※午前9時～午後5時15分まで、区役所開庁日に限ります。

問 合 堺区問

いな だ み く

浅香山中学校１年（応募時） 稲田 光玖

私はちんちん電車が走る堺の街が大好き

です。大きな道のまん中をのんびり走る光

景と、電車の中から眺める街並みにとても

魅力を感じます。

花菖蒲（ハナショウブ）は平成元年に
市民の投票で市の花となりました。
園の面積は４７０�で、約６０品種１，０００
株以上の花々が、江戸系、伊勢系、肥
後系の品種別に桃、紫、黄、白と色と
りどりに咲く光景は、初夏の到来を感
じさせます。ぜひ、大浜公園長池のハ
ナショウブをお楽しみください。見ご

ろは６月上旬までです。
問 合 大浜公園事務所（�２３２―１４８９
�２２８―８８９７）へ。

http���www.facebook.com�sakaiward @sakaeru_sakaihttp:��www.city.sakai.lg.jp�i�kuyakusho�sakai�index.html

sakaikiso@city.sakai.lg.jp
http���www.city.sakai.lg.jp�sakai�index.html

堺区マスコットキャラクター
サカエル＆みそさかい

1-C3-19-0033

�228―7844

�221―1471

�228―7539

�228―7870
�222―4801
�227―1593
�247―3201

�228―7403
�228―7263
�228―7082
�228―7624
�228―6934
�228―7419
�228―3940
�228―7413

�228―7498
�228―7477
�222―4800
�238―0123
�241―6484

企画総務課
堺区選挙管理委員会事務局
自治推進課
地域安全係
市民課 住民票担当

戸籍担当
パスポートさかいサービスセンター
保険年金課
堺保健福祉総合センター
生活援護第一課・第二課
地域福祉課
子育て支援課
堺保健センター
ちぬが丘保健センター

人のうごき（堺区）
令和元年５月１日推計（ ）は前月比

�226―1952
�224―4400
�228―7058

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

�222―8083

�229―9234

�223―1522

�275―8587

市税事務所（北区百舌鳥赤畑町１丁３番地１）
�251―5631
�251―5632
�251―5633
�251―5634

�226―2987
�224―8166
�228―7052

�222―8082

�229―9240

�223―1500

�275―8586

�231―9741
�231―9751
�231―9761
�231―9771

社会福祉協議会堺区事務所
堺区障害者基幹相談支援センター
堺基幹型包括支援センター

堺第１地域包括支援センター
担当区域：三宝・錦西・市・英彰
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
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
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

法人諸税課 （軽自動車税）
市民税課 （個人の市・府民税）
固定資産税課（固定資産税）
納税課 （市税の納税）

面積

女

■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

７５，１２５人
（１８３人増）

２３．６５�

編集・発行 堺区役所企画総務課

男

人口密度

７３，１０６人
（１８０人増）

６，２６８人／�

人口

世帯

１４８，２３１人
（３６３人増）

７１，８５５世帯
（３８７世帯増）

令和元年（2019年）第212号

～堺区への思い～

ももののののははじじままりり何何ででもも堺堺
２２１１世世紀紀のの町町衆衆文文化化のの創創造造ををめめざざししてて

堺区役所 〒590―0078 堺区南瓦町３番１号
堺市役所 �２３３―１１０１（代表）



大阪弁護士会堺法律相談センターの相談（月～金曜日、１０：００～１２：３０、１３：３０～１６：３０／面談・事前予約制。
有料）サラ金、労働、交通等の無料法律相談。 申 込 月～金曜日、９：００～１７：００、詳細は同センター（�２２３―２９０３）へ。

司法書士総合相談センター堺の相談（月～金曜日、１３：３０～１６：３０／面談・事前予約制）登記・裁判手続
などに関する無料相談。 申 込 月～金曜日、１０：００～１６：００、詳細は大阪司法書士会（�０６―６９４３―６０９９）へ。

区役所の問合先

企画総務課
�２２８―７４０３
�２２８―７８４４

子育て支援課
�２２８―７０２３
�２２２―４８０１

企画総務課
�２７０―８１８１
�２７０―８１０１

子育て支援課
�２７０―０５５０
�２７０―８１９６

企画総務課
�２８７―８１００
�２８７―８１１３

子育て支援課
�２８７―８１９８
�２８６―６５００

企画総務課
�２７５―１９０１
�２７５―１９１５

子育て支援課
�３４３―５０２０
�３４３―５０２５

企画総務課
�２９０―１８００
�２９０―１８１４

子育て支援課
�２９０―１７４４
�２９６―２８２２

企画総務課
�２５８―６７０６
�２５８―６８１７

子育て支援課
�２５８―６６２１
�２５８―６８８３

企画総務課
�３６３―９３１１
�３６２―７５３２

子育て支援課
�３４１―６４１１
�３４１―０６１１

堺区役所 中区役所 東区役所 西区役所 南区役所 北区役所 美原区役所

�市民相談・人権相談【電話相談も可】
（日常生活での問題や人権の問題など） 月～金曜日、９：００～１７：００、各区役所企画総務課で。 問合 各区役所企画総務課へ

�法律相談
（予約開始日�土・日曜日、祝休日の場合
はその直前の執務日�の９：００から電話
予約。先着各６人）

相談日 月・水・金曜日
１３：００～１６：００

火・木曜日
１３：００～１６：００

水・金曜日
１３：００～１６：００

金・火曜日
１３：００～１６：００

月・水曜日
１３：００～１６：００

木・月曜日
１３：００～１６：００

木曜日
１３：００～１６：００ １回２５分以内

問合 各区役所企画総務課へ予 約
開始日

相談日の
前日

相談日直前の
月曜日

相談日直前の
火曜日

相談日直前の
木曜日

相談日直前の
金曜日

相談日直前の
水曜日

相談日直前の
月曜日

※�の法律相談については、できるだけ多くの市民の方に公平に相談の機会を設けるため、同じ内容の相談は全区を通じて１回限りとしています。
�行政相談【電話相談も可】
（国の行政全般についての苦情・要望など）

６／１３
１４：００～１６：００

７／５
１４：００～１６：００

６／２４
１４：００～１６：００

７／１７
１４：００～１６：００

６／１８
１４：００～１６：００

７／２４
１４：００～１６：００

６／１７
１４：００～１６：００

問合 市政情報課（�２２８―７４７５
�２２８―７４４４）へ

�人権擁護委員による人権相談
【電話相談も可】

６／６
１４：００～１６：００

６／２８
１４：００～１６：００

６／１８
１４：００～１６：００

６／１２
１４：００～１６：００

６／１１
１４：００～１６：００

６／１９
１４：００～１６：００

６／５
１４：００～１６：００

問合 人権推進課（�２２８―７４２０
�２２８―８０７０）へ

�行政書士による相談（遺言、相
続、契約などの書類作成に関することなど）
※予約開始日の９：００から電話予約。先着
各４人。

相談日 ６／１８
１０：００～１２：００

６／２１
１０：００～１２：００

７／９
１０：００～１２：００

６／１９
１０：００～１２：００

７／１８
１０：００～１２：００

７／１２
１０：００～１２：００

６／２４
１０：００～１２：００ １回２５分以内

問合 各区役所企画総務課へ予 約
開始日 ６／１２ ６／１７ ７／３ ６／１３ ７／１２ ７／８ ６／１８

�交通事故相談【電話相談も可】 月～金曜日、１０：００～１７：００、堺区役所企画総務課で。 問合 堺区役所企画総務課へ
�登記・測量相談（電話予約可。先着各６人） ６／１２、１３：００～１６：００、堺区役所企画総務課で。１回２５分以内。 問合 堺区役所企画総務課へ

	教育相談【電話相談も可】（小・中学生の家庭
教育や学校生活、転校手続きなど）

月～金曜日、９：００～１７：００、各区役所企画総務課（区教育・健全育成相談窓口）で。FAX番号は各区役所企画総務課と同じです。 問合 各区役所区教育・健全
育成相談窓口へ�２２８―０２９２ �２７０―８１４７ �２８７―８１０９ �３４３―５０８０ �２９０―１８０５ �２５８―６７４８ �３４０―５５１１


児童相談（子どものしつけ、虐待、非行、家族関係など） 月～金曜日、９：００～１７：３０、各区役所子育て支援課（家庭児童相談室）で。

問合 各区役所子育て支援課へ
�ひとり親相談（離婚後の生活や不安、児童の養育など） 月～金曜日、９：００～１７：３０（母子・父子自立支援員は月・火・木・金曜日の９：００～１６：００）、各区役所子育て支援課で。
�女性相談（離婚、夫の暴力、生活など） 月～金曜日、９：００～１７：３０（女性相談員が不在の場合もありますので、ご確認ください）、各区役所子育て支援課で。

子育て相談【電話相談も可】
（乳幼児のしつけ、健康、成長発達など）

月～金曜日、９：００～１７：３０、各区役所子育て支援課で。FAX番号は各区役所子育て支援課と同じです。
�２２８―７０２３ �２７８―０１７８ �２８７―８６１２ �２７１―１９４９ �２９０―１７４４ �２５８―６６２１ �３６３―４１５１

�労働相談（解雇、賃金未払いに関するトラ
ブルなど）【面談は予約制】

雇用推進課で
実施Ｐ１１参照

６／１２・２６ ６／１３・２７ ６／５・１９ ６／１４・２８ ６／１１・２５ ６／４・１８ 問合 雇用推進課（�２２８―７４０４
�２２８―８８１６）へいずれも１２：４５～１５：４５。面談予約は月～金曜日９：００～１７：３０（直前執務日締切）、雇用推進課へ。

�就労相談
（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Ｐ１１参照

水曜日
１０：００～１２：００

月曜日
１０：００～１２：００

月曜日
１４：００～１６：００

木曜日
１４：００～１６：００

金曜日
１４：００～１６：００

水曜日
１４：００～１６：００

問合 ジョブシップさかい（�
０１２０―０１０９０８ �２４４―３７７１）へ

�生活・仕事相談（くらしや仕事の困りごと
など）※堺区以外は、社会福祉協議会区事務所で
実施。

「すてっぷ・堺」
で実施（※）

木曜日
９：３０～１７：００

火曜日
９：３０～１７：００

水曜日
９：３０～１７：００

月曜日
９：３０～１７：００

水曜日
９：３０～１７：００

火曜日
９：３０～１７：００

問合 堺市生活・仕事応援セ
ンター「すてっぷ・堺」（�２２５―
５６５９ �２２２―０２０２）へ（※）「すてっぷ・堺」（堺市総合福祉会館内）では、どの区にお住まいの方でも相談できます（月～金曜日、９：００～１７：３０）。

無料。１２：００～１２：４５を除く。祝休日は休み。�～�は、どの区でも可。

堺
区

中
区

東
区

西
区

南
区

北
区

美
原
区

危険物による事故を防ぎましょう
安全推進標語  『無事故への 構え一分の 隙も無く』

６月４～10日は

歯と口の健康週間

堺市長選挙投票日は6月9日（日）
午前7時～午後8時

入場無料
直接会場へ

ガシ横マーケット 
＆

                Gas
hiFlea

午前10時～午後3時30分午前10時～午後3時30分
6月16日（日）6月16日（日）
堺東でフリマ開催

午前午前前11101010 ～午時～ 後時～午後後33333時時時33303030分分
666月月月161616日（日）日（日日（日）

　ガシ横マーケット開催日に大小路筋で開催。フリーマーケットや手作り雑貨の販売など【写真】。出店者も随時募集しています。

ガシ横マーケット GashiFlea（ガシフリ）（ガシフリ）GashiFlea（ガシフリ）
　ガシガシ
催。フリ
【写真】。

ガシ横マーケッッ横マーケッッケ トシ横マ ト横 ッガシ横マーケ ト横 ト GGGGG
　第3日曜日、堺東商

店街で。

手作り雑貨の販売や子
どもを対

象としたワークショッ
プなど。

ガシ横マーケット

　 問合 堺まちクリエイト内事務局（☎090-6242-2770）か
商業流通課（☎228-8814  FAX228-8816）へ。

全大阪よい歯のコンクール堺地区審査会
朝晩の歯磨きをしっかりしています。これからも
歯医者へ治療に行かなくていいように、日ごろ
から歯の健康に気を遣いたいと思います。

奥野さん親子が最優良賞奥野さん親子が最優良賞
全大
朝晩
歯医
から

奥野奥奥野

　5月17日、口腔保健センターで行われた、全大阪よい歯のコンクー
ル堺地区審査会で、堺区の最優良親子に、奥野 麻香さん、泰晟くん

【写真】が選ばれました。
 問 合 堺保健センター（☎238-0123　FAX227-1593）へ。

６月は危険物安全月間です。堺消防署

では期間中、危険物を扱う事業所などで

防災訓練や危険物保安に関する意識の高

揚、普及啓発活動を実施します。

消防法で定められた危険物は特殊な用

途だけに利用されている訳ではありませ

ん。ガソリンや灯油、軽油などの燃料の

他、マニキュア、殺虫剤、ペンキ、エア

ゾール製品など私たちの身の回りにはた

くさんあり、生活の中で無くてはならな

いものになっています。危険物を利用し

た製品は、取扱いなどを誤れば思わぬ災

害に発展することがあり、十分な注意が

必要です。

例えば、容器に「火気厳禁 第１石油類

危険等級�」などの
表示があるものは特

に引火しやすいた

め、火気の近くで使

用することや、その

近くに放置すること

は絶対にやめましょう。また、容器の蓋

（ふた）は確実に閉めて、直射日光が当た

らない場所に保管しましょう。

これらの正しい取り扱い・保管方法

は、製品に書かれている使用上の注意な

どで確認し、危険物による事故を防ぎま

しょう。
問 合 堺消防署（�２２８―０１１９ �２２８―

４０８７）へ。

６月４～１０日、市役所高層館１階ロビ

ーで「いつまでも 続くけんこう 歯の

力」をテーマにパネル展示を行います。

また堺市口腔保健センター（堺区大仙

中町１８番３号〈堺市立中央図書館 北

側〉）で行われる「歯のスマイル館フェア」

（６月９日〈日〉、午前１０時～午後３時〈受

け付けは、午前１０時～午後２時４５分〉）で

もパネル展示を行います。
問 合 健康医療推進課（�２２２―９９３６

�２２８―７９４３）へ。 期日前投票は５月２７日（月）から始ま

ります。市役所本館３階、堺区役所会

議室で。

投票には、堺区選挙管理委員会から

郵送した投票所入場整理券をお持ちく

ださい。詳しくは入場整理券と同封の

案内でご覧になれます。

入場整理券が届かなかったり、紛失

したりした場合でも、選挙人名簿に登

録されていれば投票できますので、投

票所か期日前投票所で係員に申し出て

ください。

不在者投票をされる方は、市役所本

館３階堺区役所企画総務課へ。
問 合 堺区選挙管理委員会事務局

（�２２８―７２６３ �２２８―７８４４）へ。

介護の大変さや思いについ
て介護を経験している人同士
で話せるところはないです
か？

堺基幹型包括支援センターでは、高齢

の家族を介護している方の交流会を次の

とおり実施しています。いずれも無料。

●認知症家族交流会
偶数月の第２金曜日の午後

●男性介護者交流会
奇数月の第２水曜日の午後

【参加者の声】
「参加者の経験を聞いて勉強になった」

「自分だけじゃないと勇気づけられた」な

ど。
問 合 堺基幹型包括支援センター（�

２２８―７０５２ �２２８―７０５８）へ。

相続・遺言・不動産・成年後見・会社

登記などの相談に無料で応じます。電話

相談はできません。

６月１日（土）、午後１～４時、６月１９

日（水）、午後６～９時、司法書士総合相

談センター堺（堺東駅前）で。要予約。

予約は、大阪司法書士会堺支部（�０８０
―４２３３―４０４０�土・日曜日、祝休日を除く�
午前１０時～午後４時）へ。
問 合 同会堺支部か市民人権総務課

（�２２８―７５７９ �２２８―０３７１）へ。

司法書士による休日・夜間無料法律相談会

相談者
支支援援セセンンタターーだだよよりり

高齢者の総合相談窓口
地地 域域 包包 括括
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文化芸術の拠点・フェニーチェ堺が、いよいよ１０月１日にグラン
ドオープンします。１０月からの約３カ月間はオープニング公演とし
て、大・小ホールに豪華アーティストが多数登場します。

フェニーチェ堺（�２２８―０４４０�公演案内� �２３２―１４００�施設
利用� �２３２―０１１０）へ。

申込方法など詳しくは、フェニーチ

ェ堺ホームページ（https���www.fenice�s
acay.jp�）でご覧になれます。

メニューのイメージ

図書館
からのおしらせ

と し　ょ か　ん

堺保健センター堺保健センター

ちぬが丘保健センターちぬが丘保健センター

子子子子子子子子子子子子子子育育育育育育育育育育育育育育てててててててててててててて支支支支支支支支支支支支支支援援援援援援援援援援援援援援課課課課課課課課課課課課課課通通通通通通通通通通通通通通信信信信信信信信信信信信信信子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育てててててててててててててててててててててててててててて支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援課課課課課課課課課課課課課課課課課課課課課課課課課課課課通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信
�２２８―７０２３・２２２―４８００ �２２２―４８０１ いずれも無料

堺区大浜北町５丁７-１ 
1２２１-２０８０　FAX２２１-９９８０ 

いい汗ながそう

大浜体育館

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。

中央図書館（堺区大仙中町１８―１
�２４４―３８１１ �２４４―３３２１）
堺市駅前分館（堺区田出井町１―１―３００
�２２２―０１４０ �２２２―０１５８）

経済的な理由により、高校などの修学

にお困りの高校１年生（本年度入学者）と

支援学校高等部（専攻科を除く）１～３年

生に年額３万２，０００円の奨学金を給付し

ます（所得など審査あり）。

７月１～１０日（土・日曜日を除く）、午

前９時～午後５時１５分に区役所の申請会

場（市役所本館３階 堺区役所企画総務

課）へ。定員４８０人。ただし、府が実施す

る「奨学のための給付金」を受給できる方

（生活保護�生業扶助�受給世帯、府民税
・市民税所得割額の合算額が非課税世

帯）を除きます。

詳しくは広報さかい７ページや市ホー

ムページ（アドレスは広報さかい１ペー

ジ参照）でご覧になれます。
問 合 学務課（�２２８―７４８５ �２２８―

７２５６）へ。

■移動図書館
６月９・２３日、午前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お問
い合わせください。

■わんぱく運動ひろば
いろいろな遊具で自由に遊んだり、指

導員と一緒に運動やダンスをしたりしま

す。直接会場へ。

日時 ６月９日（日）、２６日（水）

午前１０～１１時３０分

場所 大浜体育館

対象 未就学児とその保護者

費用 ５００円（当日支払）

問合 同体育館（�２２１―２０８０）

�健康づくり教室
食生活を中心に健康づくりについて楽しく学ぶ教室です。自分に合った健康

づくりの方法を身に付け、健康アップをめざします。修了された

方は、堺市健康づくり食生活改善推進協議会（わかば会）として地

域の健康づくりのボランティア活動に参加できます。

日時 全７回

対象 おおむね７４歳までで初めて参加される方、全回参加できる方が対象。
申 込 受付中。電話かFAXで堺保健センターへ。先着２０人。無料。

�カミカミ・パクパク離乳食講習会☆
３回食の進め方や離乳食の悩みに関する講話、試食（保護者用）、自宅の汁物

の塩分濃度チェックもできます。生後９～１１カ月前後の子どもの保護者が対

象。無料。

日時 ６月２０日（木）、午前１０時３０分～１１時３０分

場所 堺保健センター

持物 母子手帳、塩分濃度チェックを希望の方は自宅のみそ汁などを５０�程度
申 込 ６月３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。先着３０人。

�６月１９日は食育の日�子育て世代のためのバランス弁当講座
栄養バランスのとれたお弁当づくりのコツをお伝えします。

子どもの成長に応じた弁当箱のサイズの選び方、詰め方のポイ

ントなどの講話と調理実習を行います。普段お使いの弁当箱に実際に詰めると

ころまで実習します。子育て中の方が対象。無料。託児はありません。

日時 ６月１９日（水）、午前１０時～午後１時３０分

場所 サンスクエア堺（堺市駅前）

持物 空の弁当箱、筆記用具、エプロン、三角きん、手ふきタオル
申 込 受け付け中。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。先着２４人。

�ママパパ教室（１回コース）
妊娠中の過ごし方、栄養、歯の健康、子育てについて学ぶことができる妊婦

教室です（パパの参加も可）。一緒に楽しく赤ちゃん

を迎える準備をしてみませんか？無料。

日時 ６月２５日（火）、午後１時３０分～４時

場所 ちぬが丘保健センター
申 込 受け付け中。電話か FAXで住所、氏名、電話番号を書いて、ちぬが

丘保健センターへ。先着１５組。１回コースの内容をより詳しく学ぶことができ

る、３回コースも随時申し込みを受け付けしています。詳しくは同保健センタ

ーへお問い合わせください。

ちぬが丘保健センター
堺区協和町３丁１２８―４
�２４１―６４８４ FAX２４７―３２０１

堺保健センター
堺区甲斐町東３丁２―６ 保健医療センター内
�２３８―０１２３ FAX２２７―１５９３

○一般健康相談時に実施する血液検査は有料
○エイズ検査は無料：HIV抗体・梅毒の血液検査・クラミジア尿検査がセット
○難病に関する相談
○検便検査（腸内病原菌） 毎週月～金曜日（祝日を除く）９：００～１１：００
（ちぬが丘保健センターは一般健康相談時の１３：３０～１５：３０のみ）

堺区役所では、ブックスタート事業として４か月児健診時に絵本をお渡ししています。
問 合 堺区役所企画総務課（�２２８―７４０３ �２２８―７８４４）へ。

○母子関係 ４か月児健診、１歳６か月児健診、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 胃がん検診、肺がん・結核検診などの各種検診や健康相談、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。

その他

※初めて利用する方は
登録が必要（無料）。当
日登録可。

今月は「親子フラ」を開
催します。
※区内在住の生後４カ
月～３歳の誕生日前日
までの子どもとその保
護者が対象

※区内在住の生後４カ
月～３歳の誕生日の前
日までの子どもとその
保護者が対象

申込

直接会場へ。

６月５日、
午前１０時から。
電話で同課へ。
先着２０組。

受け付け中。
電話で同園（�
２４４―６７８０）へ。
先着２０組。

場所

キッズサポートセン
ターさかい（堺タカ
シマヤ�堺東駅前�９
階）

堺市総合福祉会館
（堺区南瓦町２―１）
３階プレイルーム

共愛こども園（堺区
協和町５丁４８１―２）

日時

６月５日（水）
１１：００～１２：００

６月１８日（火）
１０：００～１１：３０

６月２１日（金）
１０：００～１１：００

名称

堺市つどい・交流のひ
ろば子育て相談
�
�
�

保育士や保健師、子育
て支援コーディネータ
ーが情報提供・相談

�
�
�

堺区子育て
フレンドルーム
�
�
�

子育ての中の親子の友
達づくりを目的に、参
加者同士が交流

�
�
�

堺市駅前分館

６月６日（木）

１１：００～１１：２０

６月１９日（水）

１１：００～１１：２０

６月８・２２日

１１：００～１１：３０

「つくってみたいな」

「雨」

中央図書館

６月１５日（土）

６月２５日（火）

６月１・８・１５・２２・２９日

１５：００～１５：３０

「大地に生きる」

「家のなかでも楽しむ�」

名称・対象

くるみひろば
対象：赤ちゃん向け

えほんのもり
対象：２・３歳児向け

おはなし会
対象：子ども向け

対象：子ども向け

対象：一般向け

６月の
ブック
フェア

その他

１階集会室で。

本：東山彰良著「流」

開催日

６月２０日（木）１０：００～１２：００

６月２８日（金）１０：３０～１２：００

名称・内容

「子どもの本だいすき空の会」

「堺市図書館友の会」

場所
堺保健センター

サンスクエア堺（堺市駅前）

堺保健センター

サンスクエア堺（堺市駅前）

日時
９：３０～１２：００
１０：３０～１４：００

９：３０～１２：００

１０：３０～１４：００

６月２６日（水）
７月３日（水）
７月２４日（水）
８月７日（水）
９月４日（水）
９月２５日（水）
１０月２日（水）

回
�
�
�
�
�
�
	

成人の歯科相談
	予約制
無料

成人・妊婦の方が対象
親子で歯科相談可

６月１９日
９：３０～１１：００

６月４日
１４：３０～１５：３０

子どもの歯相談室
	予約制
無料

６月１２・２５日
９：３０～１１：００

６月２７日
９：３０～１１：００

食生活相談
	予約制
無料

管理栄養士・保健師による
生活習慣病予防などの相談

６月１３日
９：３０～１１：００

６月５日
７月３日

１３：３０～１５：３０

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

６月４・１３日
１４：００～１６：００

２７日
９：１５～１１：１５

６月１８日
７月２日

１４：００～１６：００

一般健康相談
エイズ検査・相談

（HIV、梅毒、クラミジア）
（無料）直接会場へ
診断書発行不可

６月１３日
９：００～１１：００

６月５日
７月３日

１３：３０～１５：３０

BCG予防接種
無料

生後１歳未満の子ども
（個別通知）

６月１４日
１３：３０～１５：００

６月７日
７月５日

１３：３０～１５：００

離乳食講習会
	予約制
無料

生後６か月未満の子ども
４か月健診時に予約可

６月１２日
１０：３０～１１：３０

奇数月に実施

妊婦教室
	予約制
無料
男性（パパ）も参加可

妊娠中に３回

３回コース
６月４日・７月４日
１回コース
６月２５日

堺保健センター

ちぬが丘
保健センター

■中央図書館の催し【読書会】

■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

■休館日 ６月３・４・１０・１７・２４日

※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。

高校生などに奨学金の申請を受け付け

堺堺・・ちちぬぬがが丘丘保保健健セセンンタターーつつううししんん

いずれも無料。
堺／ちぬが丘ここんんににちちはは 保保健健セセンンタターー

3次次ののペペーージジかからら広広報報ささかかいいでですす令和元年（２０１９年）６月１日 堺区広報


