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堺区役所

堺区　百舌鳥・古市古墳群
世界文化遺産登録記念ロゴマーク

第825号

月号12
堺堺堺堺堺堺堺堺堺堺堺堺区区区区区区区区区区区区広広広広広広広広広広広広報報報報報報報報報報報報堺堺堺堺堺堺堺堺堺堺堺堺堺堺堺堺堺堺堺堺堺堺堺堺区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区広広広広広広広広広広広広広広広広広広広広広広広広報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２月月月月月月月月月月月月月月月月号号号号号号号号号号号号号号号号月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号

大小路停留場

阪神
高速道路

熊野小学校熊野小学校熊野小学校関西電力関西電力関西電力

市小学校市小学校市小学校

堺 

東 

駅
熊野小学校、市小学校前では小学生が
作成したリースが華やかに彩ります。
熊野小学校、市小学校前では小学生が
作成したリースが華やかに彩ります。
熊野小学校、市小学校前では小学生が
作成したリースが華やかに彩ります。

大小路をはじめ、堺東駅から堺駅までの夜の街並みに、大小路をはじめ、堺東駅から堺駅までの夜の街並みに、
桜をテーマにしたイルミネーションが華やかに彩り、桜をテーマにしたイルミネーションが華やかに彩り、
冬のお花見空間を演出します。冬のお花見空間を演出します。
フォトコンテストやスタンプラリーのほか、フォトコンテストやスタンプラリーのほか、周辺店舗での周辺店舗での
特別メニューや堺市役所21階展望ロビーで関連企特別メニューや堺市役所21階展望ロビーで関連企画
なども開催します。詳しくは、広報さかい12面なども開催します。詳しくは、広報さかい12面か
堺桜彩イルミネーションホームページ桜彩イルミネーションホームページ
（httpｓ：//sakai-osai2019.jp/httpｓ：//sakai-osai2019.jp/）参照。）参照。

大小路をはじめ、堺東駅から堺駅までの夜の街並みに、
桜をテーマにしたイルミネーションが華やかに彩り、
冬のお花見空間を演出します。
フォトコンテストやスタンプラリーのほか、周辺店舗での
特別メニューや堺市役所21階展望ロビーで関連企画
なども開催します。詳しくは、広報さかい12面か
堺桜彩イルミネーションホームページ
（httpｓ：//sakai-osai2019.jp/）参照。

大小路をはじめ、堺東駅から堺駅までの夜の街並みに、
桜をテーマにしたイルミネーションが華やかに彩り、
冬のお花見空間を演出します。
フォトコンテストやスタンプラリーのほか、周辺店舗での
特別メニューや堺市役所21階展望ロビーで関連企画
なども開催します。詳しくは、広報さかい12面か
堺桜彩イルミネーションホームページ
（httpｓ：//sakai-osai2019.jp/）参照。

問堺市中心市街地活性化協議会事務局（堺まちづくり堺市中心市街地活性化協議会事務局（堺まちづくり
株式会社内☎275-6630　FAX275-6693）。株式会社内☎275-6630　FAX275-6693）。
堺プロジェクションアート実行委員会事務局堺プロジェクションアート実行委員会事務局
（広報部シティプロモーション担当内（広報部シティプロモーション担当内
☎228-7340　FAX228-8101）。☎228-7340　FAX228-8101）。

堺市中心市街地活性化協議会事務局（堺まちづくり
株式会社内☎275-6630　FAX275-6693）。
堺プロジェクションアート実行委員会事務局
（広報部シティプロモーション担当内
☎228-7340　FAX228-8101）。イオンモール堺鉄砲町（☎221-0005）か堺区役所

企画総務課。

南海本線七道駅下車すぐ

堺市役所堺市役所堺市役所

堺東商店街堺東商店街堺東商店街
堺 

駅

ホテル・アゴーラ  リージェンシー大阪堺
ポルタス広場 （南海本線堺駅西口）

ホテル・アゴーラ  リージェンシー大阪堺
ポルタス広場 （南海本線堺駅西口）

ホテル・アゴーラ  リージェンシー大阪堺
ポルタス広場 （南海本線堺駅西口）

問

ホテル・アゴーラ  リージェンシー大阪堺のショッピングアーケード「リージェンシープラザ」の
各店長が周辺のにぎわい創出を目的に企画し自分達の手で設営したツリー。
　同ホテル（☎224-1121 FAX224-1120）か堺区役所企画総務課。

問

関西電力

大小路

熊野小学校

堺市役所

大小路

市小学校

おかもと さや か

神石小学校３年生（応募時） 岡本 彩花
堺は、いい人が、たくさんいるから、大すきです。だんじりや、ふとん太こ
のおまつりがあるから楽しいです。堺にたくさんの人が来てほしいです。

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

1-C3-19-0033

人のうごき（堺区）
令和元年１１月１日推計（ ）は前月比

�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

�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

７５，１７５人
（６３人増）

２３．６５�

編集・発行 堺区役所企画総務課

男

人口密度

７３，２８９人
（５３人増）

６，２７８人／�

人口

世帯

１４８，４６４人
（１１６人増）

７２，３２８世帯
（１８９世帯増）

令和元年（2019年）
第218号

～堺区への思い～

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

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



昨年の様子昨年の様子昨年の様子

フェニーチェ堺にて開催堺 区 成 人 式堺 区 成 人 式堺 区 成 人 式

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、交通等は無料〉）。�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。�月～金曜日、１０：００～１６：００、詳細は大阪司法書士会（�０６―６９４３―６０９９）へ。

�堺市生活・仕事応援センタ
ー「すてっぷ・堺」（�２２５―５６５９
�２２２―０２０２）（※）「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）。

�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。

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

木曜日
９：３０～１７：００

「すてっぷ・堺」
で実施（※）

�ジョブシップさかい（�０１２０―
０１０９０８ �２４４―３７７１）

水曜日
１４：００～１６：００

金曜日
１４：００～１６：００

木曜日
１４：００～１６：００

月曜日
１４：００～１６：００

月曜日
１０：００～１２：００

水曜日
１０：００～１２：００

ジョブシップさかい
で実施Ｐ１１参照

�就労相談
（求人情報の提供、就職活動のサポートなど）

�雇用推進課（�２２８―７４０４ �
２２８―８８１６）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。

雇用推進課で
実施Ｐ１１参照

�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】

１２／３・１７１２／１０・２４１２／１３・２７１２／４・１８１２／１２・２６１２／１１・２５

�各区役所子育て支援課

�３６３―４１５１�２５８―６６２１�２９０―１７４４�２７１―１９４９�２８７―８６１２�２７８―０１７８�２２８―７０２３
�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。
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。�女性相談（離婚、夫の暴力、生活など）
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。�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、各区役所子育て支援課（家庭児童相談室）で。�児童相談（子どものしつけ、虐待、非行、家族関係など）

�各区役所区教育・健全育成
相談窓口�３４０―５５１１�２５８―６７４８�２９０―１８０５�３４３―５０８０�２８７―８１０９�２７０―８１４７�２２８―０２９２

	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。
�堺区役所企画総務課１２／１１、１３：００～１６：００、堺区役所企画総務課で。１回２５分以内。
登記・測量相談（電話予約可。先着各６人）
�堺区役所企画総務課月～金曜日、１０：００～１７：００、堺区役所企画総務課で。�交通事故相談【電話相談も可】

１回２５分以内
�各区役所企画総務課

１２／１７１／６１／１０１２／１２１／８１２／１６１２／１１予 約
開始日

�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。

１２／２３
１０：００～１２：００

１／１０
１０：００～１２：００

１／１６
１０：００～１２：００

１２／１８
１０：００～１２：００

１／１４
１０：００～１２：００

１２／２０
１０：００～１２：００

１２／１７
１０：００～１２：００相談日

�人権推進課（�２２８―７４２０ �
２２８―８０７０）

１２／４
１４：００～１６：００

１２／１８
１４：００～１６：００

１２／１０
１４：００～１６：００

１２／１１
１４：００～１６：００

１２／１７
１４：００～１６：００

１２／２７
１４：００～１６：００

１２／５
１４：００～１６：００

人権擁護委員による人権相談
【電話相談も可】

�市政情報課（�２２８―７４７５ �
２２８―７４４４）

１２／１６
１４：００～１６：００

１／２２
１４：００～１６：００

１２／１７
１４：００～１６：００

１／１５
１４：００～１６：００

１２／２３
１４：００～１６：００

１／１０
１４：００～１６：００

１２／１２
１４：００～１６：００

�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）

※�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。

１回２５分以内
�各区役所企画総務課相談日直前の

月曜日
相談日直前の
水曜日

相談日直前の
金曜日

相談日直前の
木曜日

相談日直前の
火曜日

相談日直前の
月曜日

相談日の
前日

予 約
開始日

�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）

木曜日
１３：００～１６：００

木・月曜日
１３：００～１６：００

月・水曜日
１３：００～１６：００

金・火曜日
１３：００～１６：００

水・金曜日
１３：００～１６：００

火・木曜日
１３：００～１６：００

月・水・金曜日
１３：００～１６：００相談日

�各区役所企画総務課月～金曜日、９：００～１７：００、各区役所企画総務課で。�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）

美原区役所北区役所南区役所西区役所東区役所中区役所堺区役所

無料。１２：００～１２：４５を除く。祝休日、１２月２８日～１月５日は休み。�～�は、どの区でも可。
区役所の問合先

堺
区

企画総務課
�２７０―８１８１
�２７０―８１０１

子育て支援課
�２７０―０５５０
�２７０―８１９６

中
区

企画総務課
�２８７―８１００
�２８７―８１１３

子育て支援課
�２８７―８１９８
�２８６―６５００

東
区

企画総務課
�２７５―１９０１
�２７５―１９１５

子育て支援課
�３４３―５０２０
�３４３―５０２５

西
区

企画総務課
�２９０―１８００
�２９０―１８１４

子育て支援課
�２９０―１７４４
�２９６―２８２２

南
区

企画総務課
�２５８―６７０６
�２５８―６８１７

子育て支援課
�２５８―６６２１
�２５８―６８８３

北
区

企画総務課
�２２８―７４０３
�２２８―７８４４

子育て支援課
�２２８―７０２３
�２２２―４８０１

企画総務課
�３６３―９３１１
�３６２―７５３２

子育て支援課
�３４１―６４１１
�３４１―０６１１

美
原
区
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堺警察署
からの
お知らせ

歳末警戒実施中
1日（日）～31日（火）

堺産自転車
タクシー導入に
ご寄附を！

堺産自転車
タクシー導入に
ご寄附を！

堺産自転車
タクシー導入に
ご寄附を！

献血のマスコット
キャラクター
けんけつちゃん

地域力の強化に向けて ～堺区区民評議会～

安全な年末を
過ごしましょう！
安全な年末を
過ごしましょう！

錦西校区は、阪堺線に沿って、北は大
和川から南はザビエル公園までの南北に
長い校区です。
校区では、特に防災活動に熱心に取り

組んでおり、自主防災訓練では、校区内
の企業と連携して救護活動作業の実習も
行っています。
また今年８月に「錦西子ども育成クラ

ブ委員会」の主催で開催した「錦西っ子サ
マーキャンプ」では、防災士による AED
の実践など
を行い、子
ども達の防
災意識を高
め ま し た
【写真�】。
さらに来

年２月には
「災害時安
否確認ボード」【写真�】を活用した訓練

を行う予定です。
このボードは災害

発生時に家の前に掲
げることにより、負
傷者や助けが必要な
方をいち早く見つけ
て救出するためのものです。
今後とも錦西校区は、防災活動の取り

組みにより、災害発生時に誰ひとり取り
残さない校区をめざしていきます。

各校区では、自治会活動を中心に
さまざまな地域活動を行い、各種団
体と連携しながら地域交流、安全安
心を推進する活動に取り組んでいま
す。
皆さんも自治会活動に参加しませ

んか。

�堺区役所自治推進課（�２２８―７０８２
�２２８―７８４４）。

自転車タクシー導入にかかる経費に対
して、「ふるさと納税」を募集します。１
万円以上寄附いただいた方については、
無料乗車体験プランを用意しています。

（時期は来年度以降を予定。）
募集期間は１２月１日～２月２９日までで

す。なお、翌年度分の税額控除受付締切
日など詳しくは、広報さかい６面の「堺
市ふるさと応援寄附金にご協力を！」を
ご参照ください。
�自転車タクシー導入は堺区企画総務

課（�２２８―７４０３ �２２８―７８４４）。ふるさと
納税制度は資金課（�２２８―７１９１ �２２８―
７８５６）。

１月１３日（祝日）、午前１０時から、フェ
ニーチェ堺（堺区翁橋町２丁１－１）大
ホールで、成人式を開催します。対象者
は、平成１１年（１９９９年）４月２日～１２年
（２０００年）４月１日に生まれた方です。

なお、１２月中旬に案内状を郵送しま
す。
�堺区役所自治推進課（�２２８―７０８２
�２２８―７８４４）か子ども育成課（�２２８―

７４５７ �２２８―８３４１）。

献血にご協力を�
１２月は「大阪府献血推進」月間です。日
本赤十字社では、年々高まる血液需要に
こたえるため、１６～６９歳の健康な方に献
血への協力をお願いしています。
�堺区役所
１２月１２・１３日の午前１０～１１時３０分、午
後０時３０分～４時３０分、本館１階エント
ランスホールで。

なお、６５歳以上の方の献血は、６０歳以
降に献血経験のある方に限ります。献血
カードをお持ちの方は持参してくださ
い。
�堺区役所自治推進課（�２２８―７０８２

�２２８―７８４４）。

議題 自主防災組織の活性化による地域
力向上について
日時 １２月１０日（火）、午後６時３０分から
（午後６時から受け付け）。
場所 市役所本館３階大会議室１

防災活動などに若者の参画を促し、地
域力を高めるための方策を議論します。
どなたでも傍聴できます。直接会場へ。
�堺区役所企画総務課（�２２８―７４０３

�２２８―７８４４）。

堺区学生ボランティア「私たちも見まも
り隊コネクト」発足!
堺区内６校の高校生が「できる範囲

で、楽しく、無理なく、継続的に」をモ
ットーに学校の垣根を越えて協同して、
地域の安全・安心のためのボランティア
活動に取り組みます。
歳末警戒期間中には、以下のキャンペ
ーンに参加します。
ひったくりカバー無料取付キャンペー
ン�１１日（水）、午後２時から（カバーが

なくなり次第終了）、ライフ石津店で行
います。
特殊詐欺被害防止キャンペーン�１３日

（金）、午前１０～１０時３０分、堺郵便局で行
います。
☆頑張っている学生たちの応援よろし
くお願いします☆

�堺警察署（�０７２―２２３―１２３４）。

堺消防署では１２月２４～３１日の歳末火災
予防運動にあわせ、歳末警戒や立入検査
などを実施します。
�歳末警戒
予防運動中の午後８～１０時に消防車両

による特別巡回を行い、火災の予防啓発
や警戒に努めます。夜間巡回中は、消防
車両が赤色灯を点灯しますので、ご理解
ご協力をお願いします。

�立入検査
普段以上の人出でにぎわう百貨店や、

スーパーなどの巡回を行います。廊下、
階段などの避難経路や消防用設備の管理
の徹底のほか、建物の実態に合わせた消
防訓練を実施するよう指導します。
�家庭での注意点
外出時や就寝前には、コンロや石油ス

トーブなど、火の元を必ず点検しましょ
う。放火されないように、家の周りに燃
えやすいものを置かないようにして下さい。
�堺消防署（�２２８―０１１９ �２２８―４０８７）。

第１６回 錦西校区
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相談者

堺保健センター堺保健センター

図書館
からのおしらせ

と し　ょ か　ん

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）

■休館日 １２月２・３・９・１６・２３・２９～１月３日
なお、中央図書館は資料（点検）整理のため、１２月４～６日休館します。本の返

却は、返却ポストをご利用ください。また、堺市駅前分館の返却ポストは、１２月
２８日、午前１０時～１月４日、午前９時まで閉まります。
■大阪こども「本の帯創作コンクール」作品展示会
市内の小学生の優秀作品を中心に展示します。
１２月１４日（土）・１５日（日）、１０～１７時、中央図書館１階ロビーで。直接会場へ。
無料。
�東文堂書店（�２９９―３５４４）か中央図書館。
■中央図書館の催し【読書会】

ダブルケア相談窓口（基幹型包括支援
センター）では、子育てと介護の悩みに
関する相談に対応し、必要に応じて情報
提供や助言・関係機関との連絡調整など
総合的に支援します。
ダブルケアとは、同時期に子育て（１８

歳未満の子どもや孫）と介護の両方を行

っている状態です。
・子育てしながら、親の介護もされ
ている方

・孫の世話をしながら、配偶者の介
護をされている方。

�堺基幹型包括支援センター（�２２８‐
７０５２ �２２８‐７０５８）

子育てと介護の両方で
悩んでいるんですが、
どこか相談できるとこ
ろはありますか？

■移動図書館
１２月１・１５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。災害時には地域での助け合いが重要に

なります。日ごろから地域の防災訓練に
参加し、防災意識を高めるとともに、地
域のつながりを深めませんか。
【安井校区】１２月８日（日）、午前９時～正
午、安井小学校で。
また、堺区では１５歳以上３９歳以下の方

を対象に、防災士資格の取得費用を補助

します。詳しくは、堺区役所自治推進課
（�２２８‐７０８２ �２２８‐７８４４）へ。

�健康太極拳教室
太極拳の基本的な動きや呼吸法をとお

して健康の保持・増進に役立てます。
日時 １２月３・１０・１７日、午後１時２０分

～２時５０分
対象 高校生以上
費用 １期４回２，８００円
�直接当館へ（電話予約可能）。

�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ませんか。無料。
日時１２月２４日（火）、午後１時３０分～４時。
場所 ちぬが丘保健センター
�受付中。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。

�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。
１２月１９日（木）、午前１０時３０分～１１時３０分、堺保健センターで。生後９～１１カ
月前後の子どもの保護者が対象。無料。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�程度持参。
�１２月２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。
�歯っぴー栄養クラブ会員募集!栄養士・歯科衛生士の資格をお持ちの方へ
地域の皆さんの食生活やお口の健康をサポートする栄養士・歯科衛生士のボ
ランティアの会「歯っぴー栄養クラブ」の会員を募集しています。
活動内容は地域の子育てサークル、老人クラブでの食生活・歯磨き指導、各
種イベントでの相談、料理講習会など。会員主催の学習
会、講師を招いての研修会などもあります。詳しくは市ホ
ームページ参照。
活動に興味のある方は連絡のうえ、学習会や活動の見学
に気軽にお越しください。
�健康医療推進課（�２２２‐９９３６ �２２８‐７９４３）か堺保健センター。

�おやこでチャレンジ!クッキング ～飾り巻きずし作り～
料理をしながら食の大切さを親子で楽しく学ぶ教室です。巻きずしをかわい

くアレンジした「飾り巻きずし」をインストラクターの指導で作ります。
日時１２月２６日（木）、午後１時３０分～３時３０分。
場所 ちぬが丘保健センター。
対象 小学生とその保護者。２歳以下の弟妹の同伴はご遠慮ください。
持ち物 エプロン、三角きん、手ふきタオル、筆記用具。
�１２月２日から電話か FAX で住所、氏名、電話番号を書いて、同保健セン

ターへ。先着１０組。

ちぬが丘保健センター
堺区協和町３丁１２８‐４
�２４１‐６４８４ �２４７‐３２０１

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 �２２７‐１５９３

○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。
�堺区役所企画総務課（�２２８‐７４０３ �２２８‐７８４４）

○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か月児が対象）…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 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。

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

１２月１８日
９：３０～１１：００
１２月２４日

１４：３０～１５：３０

子どもの歯相談室
�予約制�無料

１２月１１・２４日
９：３０～１１：００
１２月２６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

１２月１２日
９：３０～１１：００
１２月４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
１２月３・１２日１４：００～１６：００
２６日９：１５～１１：１５

１２月１７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
１２月１２日

９：００～１１：００
１２月４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）

１２月１３日
１３：３０～１５：００

１２月６日・１月６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

１２月１１日
１０：３０～１１：３０
奇数月に実施
１３：３０～１６：００

妊婦教室
�予約制�無料

男性（パパ）も参加可

妊娠中に３回

１２月２４日１３：３０～１６：００
１月７日１３：３０～１５：３０

堺保健センター

ちぬが丘
保健センター

その他

初めて利用する方は登
録が必要（無料）。当日
登録可。

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
「フレンド★クリスマス」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

申込

直接会場へ

受付中。
電話で同園（�
２４４‐６７８０）へ。
先着２０組。

１２月４日（水）
午前１０時から電
話で同課へ。
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）

共愛こども園（堺区
協和町５丁４８１‐２）

堺市役所（堺区南瓦
町３番１号）本館地
下１階多目的室

日時

１２月４日（水）
１１：００～１２：００

１２月２０日（金）
１０：００～１１：００

１２月２４日（火）
１０：００～１１：３０

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
子育て中の親子の友達
づくりを目的に、参加
者同士が交流

その他
テーマ「この一年で心に残った本」
１階集会室で。
田辺聖子著「ひねくれ一茶」

開催日

１２月１９日（木）１０：００～１２：００

１２月２７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

堺市駅前分館
１２月５日（木）

１１：００～１１：２０
１２月１８日（水）

１１：００～１１：２０
１２月１４・２８日
１１：００～１１：３０

「サンタさん、くるかな？」

「タイム・イズ・マネー」

中央図書館
１２月２１日（土）

１２月２４日（火）

１２月７・１４・２１・２８日
１５：００～１５：３０

「新しい年をむかえよう」

「平成をふりかえる」

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

１２月のブックフェア
対象：子ども向け
対象：一般向け

■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

※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。

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

た
と
え
ば
…

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

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
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