
日時：1月13日（月・祝日）
　　 午前10時
場所：フェニーチェ堺
　　　（堺区翁橋町２丁-１-１）

時時時時：1111月月11111333 月・祝・・・祝日

　　 午午午午午午前前前11111000000時時時時時時
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　 堺区堺区堺区堺 翁橋橋町２町２町町町２丁丁丁丁丁丁丁

日時：1月13日（月・祝日）
　　 午前10時
場所：フェニーチェ堺
　　　（堺区翁橋町２丁-１-１）

入江 さくら

沼元 勇樹
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道頭 謙誉

　式典のほか、泉陽高校ダンス部のパフォーマンスや抽選会
を行います。
　新しくオープンしたフェニーチェ堺での初めての成人式で
す。ぜひご家族おそろいでお越しください。
※当日は、12月中旬にお送りした案内はがきを持参してください。
※他の区の会場に出席することもできます。
※公共交通機関を利用し、車での来場はご遠慮ください。
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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
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　　新年、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。
昨年は、長年の悲願でありました百舌鳥・古市古墳群の世界文化遺産登録が成就し、堺
市にとりましても忘れ得ぬ年となりました。
　　私自身、堺区長に着任以来、無我夢中で走り続け2度目の新春を迎えました。この間の
皆さまのご厚恩に対し、改めまして心よりお礼を申し上げます。
　　今年の抱負として、堺区では3つの事にチャレンジしたいと考えています。
まず、世界文化遺産登録をキッカケに、子どもたちが堺の歴史や文化により親しみ、地域へ
の愛着や誇りにつなげること。
　　次に、若者が地域活動に関心をもち、防災訓練などに参加するキッカケづくりを進めるこ
と。
　　最後に、区役所窓口を、区民の皆さまにとってより快適で、働く職員にも満足度の高い環
境に整えていくこと。
　　今年は子（ね）年ですが、「大山鳴動してねずみ一匹」にならぬよう、
着実に進めてまいりますので、昨年と変わらぬご理解とご協力をよろしく
お願い申し上げます。
　　結びにあたり、本年が皆さまにとりまして、幸多き素晴らしい年となります
よう祈念しまして、年頭のご挨拶といたします。

　　　新年、明けましておめでとうございます。
　　　皆様には健やかに新年を迎えられ、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

　　旧年中は自治会活動に格別のご支援・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。
　　さて近年は、大規模な自然災害が全国各地で発生していますが、いざという時に頼りに
なるのが、ご近所で共に助け合う、いわゆる「共助」の力です。
　　自治会では、この「共助」の力を強めるため、地震や台風などの災害に備える防災訓練
を小学校区単位で行っています。皆様にも是非訓練に参加いただき、一緒に災害に強い地
域を作っていければと思っています。
　　この防災訓練の他にも、自治会では、子どもたちが安全に学校に通っていけるための登
下校時の見守り活動、皆様が安心して暮らしていくためのパトロール活動や防犯灯・防犯
カメラの設置、まちを美しくするための美化活動などを行っています。
　　どうか皆様には、身近な活動や興味ある活動をきっかけに、自治会活動に関心を持って

いただき、活動へのご参加やご協力、また自治会への加入をお願い
いたします。
　　是非一緒に、災害に強く暮らしやすい堺区を作っていきましょう。
　　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、年頭のご挨拶といたします。

堺区自治連合堺区自治連合
協議会 会長協議会 会長 久保　照男久保　照男
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賢明学院小学校４年生 小田 恵莉菜

堺市で一番いいなと思った所がありま

す。それは堺市には古ふんなどの有名な場

所がいっぱいあることです。私はみ力あふ

れる堺市になると願っています。
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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
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�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
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�231―9741
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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）

人のうごき（堺区）
令和元年１２月１日推計（ ）は前月比

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
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～堺区への思い～

�堺区役所自治推進課（�２２８―７０８２ �２２８―７８４４）か子ども育成課（�２２８―７４５７ �２２８―８３４１）。

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】

１／７・２１１／１４・２８１／１０・２４１／１５１／９・２３１／８・２２

�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１／８、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

２／１０１／６１／１０２／１３１／８２／１７２／１２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。

２／１７
１０：００～１２：００

１／１０
１０：００～１２：００

１／１６
１０：００～１２：００

２／１９
１０：００～１２：００

１／１４
１０：００～１２：００

２／２１
１０：００～１２：００

２／１８
１０：００～１２：００相談日

�人権推進課（�２２８―７４２０ �
２２８―８０７０）

１／８
１４：００～１６：００

１／１５
１４：００～１６：００

１／１４
１４：００～１６：００

１／８
１４：００～１６：００

１／２１
１４：００～１６：００

１／２４
１４：００～１６：００

１／９
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）

２／１７
１４：００～１６：００

１／２２
１４：００～１６：００

２／１８
１４：００～１６：００

１／１５
１４：００～１６：００

２／１０
１４：００～１６：００

１／１０
１４：００～１６：００

２／１３
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。祝休日は休み。年始は１月６日から。�～�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

① ②

申請手続きが
便利になります

安心連絡
シート

シール
2枚

クリア
ファイル

堺 区 安 心
連 絡 情 報
キット３点
セット

校区献血へご協力を

～春季作品展～～春季作品展～～春季作品展～展示の部第20回
堺区民文化祭

献血のマスコットキャラクター
けんけつちゃん

戎祭 えびすまつり
11月9日（木）～日（木）～11日（土）　午前日（土）　午前1010時～午後時～午後1010時
戎祭 えびすまつり
1月9日（木）～11日（土）　午前10時～午後10時

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

「大阪の一年はえべっさんから始まる」
といわれるほど昔から続いてきた商人の
町の伝統行事です。漁業、商業、五穀豊
穣の福の神として崇敬されるえびす様の
お神影や福笹などの縁起物を求めて多く
の人が神社を訪れます。
年明け最初のお祭りとして大変なにぎ
わいを見せる戎祭にぜひご参詣下さい。
場所 菅原神社（堺区戎之町東２丁１―３８）
�菅原神社（�２３２―２４５０）か堺区役所企画 総務課（�２２８―７４０３ �２２８―７８４４）。

～申請書作成のお手伝い～
１月から市民課（市役所本館１階）に

「申請書作成機」を設置します。住民票や
戸籍などの請求手続きでは、皆さんに住
所や氏名、生年月日を記入いただいてい
ますが、この機械を利用することで運転
免許証やマイナンバーカードから情報を
読み取って印字することができ、申請手
続きが簡単になります。なお、この機械

は５カ国語に対応し
ています。
�堺区役所市民課
（�２２８―７４１９ �２２１
―１４７１）。

申請書作成機

３月１４・１５日、午前９時～午後５時３０
分（１５日は午後３時まで）、フェニーチェ
堺（堺区翁橋町２丁１―１）で開催する「堺
区民文化祭展示の部」の展示作品を募集
します。出展無料。応募者多数の場合は
抽選で決定します。
応募資格 堺区在住の方。１人１点限
り。
作品 絵画、写真、彫刻、書道、工芸、
手芸など、作品のジャンルは問いませ
ん。
応募方法 堺区内の市施設か市ホームペ
ージにある応募要領を参照のうえ、２月

７日（必着）までに応募用紙を、堺区ふれ
あい事業実行委員会事務局（〒５９０―００７８
堺区南瓦町３―１ 堺区役所自治推進

課内 �２２８―７０８２ �２２８―７８４４）へご提
出ください。

�登録制 わくわくフィットネス
ストレッチ・リズム体操・ニュースポ
ーツなど、普段運動していない方も一緒

に楽しく身体を動かしましょう。
日時 １月１５・２２・２９日
午前１０時２０分～１１時４０分

対象 高校生以上
費用 １回ごとに、一般７００円、高校生
５００円
当日、登録用紙を記入のうえ、券売機
にてチケット購入。詳しくは当館へ。

年末年始には、餅を食べる機会が増
え、窒息事故が多くなります。特に高齢
になると、そしゃく力や飲み込む力が低
下し事故につながりやすくなります。も
し食べ物をのどに詰まらせてしまった
ら、背部叩打法を行ってください。
【背部叩打法の実施手順】
�やや後方から片手で傷病者の胸もしく
は下あごを支えて、うつむかせる。倒れ
ている場合は、手前に引き起こして横向
きにし、自分の足で傷病者の胸を支え、
片手で傷病者の顔を支える。

�もう片方の手のひらの付け根で、肩甲
骨の間を強く何度も連続して、迅速に叩
く。回数にとらわれず、異物が取れる
か、反応がなくなるまで続ける。

呼び掛けに反応がない場合や、反応が
なくなった場合は、直ちに心肺蘇生を開
始するとともに、１１９番通報をしてくだ
さい。
�堺消防署（�２２８―０１１９ �２２８―４０８７）。

昨年の展示の部の様子

堺区では、高齢の方などがご自身で万一の救急時や災害時に備えてもらうた
めに「安心連絡シート」「シール」「クリアファイル」をセットにした「安心連絡情
報キット」の配布を行っています。
緊急時の連絡先や掛かりつけ医の情報を記入した「安心連絡シート」と「健康
保険証（写）」などをクリアファイルに挟み、筒状にして冷蔵庫に保管し、万が
一の救急時に備えるものです。救急時や災害時などには、迅速な救命活動に役
立てることができます。

ご希望の方は、堺第１～４地域包括支援センターか堺基幹型包括支援センタ
ー（�２２８―７０５２ �２２８―７０５８）、堺区役所地域福祉課（�２２８―７４７７ �２２８―７８７０）
へお問い合わせください。

冬季は特に血液が不足するため、献血
の重要性がより一層高まります。その状
況を受け、神石校区自治連合会・サカイ
引越センター・堺陵東ライオンズクラブ
による神石校区献血を実施します。多く
の方のご協力をお願いします。
日時 ２月３日（月）、午前１０時～午後４

時。
場所 サカイ引越
センター本社（堺
区石津北町５６）
�堺市堺区献血推
進協議会事務局（堺区役所自治推進課内
�２２８―７０８２ �２２８―７８４４）。

お餅がのどに詰まったら

堺区「安心連絡情報キット」を配布しています

令和２年（２０２０年）１月１日2 堺区広報



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

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２９日～１月３・６・２０・２７日。また、堺市駅前分館の返却ポスト
は１２月２８日午前１０時から１月４日午前９時まで閉まります。
■図書館サポーター養成講座
図書館活動をサポートいただくボランティアの養成講座を開催します。
受講後は「堺図書館サポーター倶楽部」に登録すると、堺市立図書館で、本の修
理や装備、書架整理、行事のサポートなどの活動に参加できます。１月２３日（木）、
午後１～３時。中央図書館１階集会室で。先着１５人（１５歳以上、中学生不可）
�１月４日、午前１０時から直接か電話、電子メール、FAXで中央図書館へ。
■中央図書館の催し【読書会】

遺言、相続、内容証明や各種契約書の
作成、帰化申請、建設・産廃業や宅建業
などの営業許可申請、会社設立などにつ
いて相談できます。電話相談はできませ
ん。

日時 １月１８日（土）、午後１時３０分～４
時（受け付けは午後３時３０分まで）
会場 サンスクエア堺（堺市駅前） 第２
会議室
予約可。予約は、大阪府行政書士会堺
支部（�２３４―３９９９ �２６１―３５８３）へ。
�同会堺支部か市民人権総務課（�２２８―
７５７９ �２２８―０３７１）。

■移動図書館
１月５・１９日、２月２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。

相続・遺言・不動産・成年後見などの
手続きに関する相談に無料で応じます。
電話相談はできません。
日時 １月１１日（土）、午後１～４時

１月１５日（水）、午後６～９時

２月１日（土）、午後１～４時
会場 司法書士総合相談センター堺（堺東
駅前）
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。
�同会堺支部か市民人権総務課（�２２８―
７５７９ �２２８―０３７１）。

経済センサスー基礎調査を実施してい
ます。
この調査は、総務省が市町村を経由し
て実施するもので、調査員が全国すべて
の事業所の活動状態を実地に確認し、新
たに把握した事業所など一部の事業所に
は調査票を配布します。
本市では、府知事が任命した調査員が
今年３月までに市内全域を調査しますの

で協力をお願いします。
なお、記入いただいた調査票は、統計
上の目的以外に使用することはありませ
ん。
�堺区役所企画
総務課（�２２８―
７４０３ �２２８―
７８４４）か企画部
調査統計担当
（�２２８―７４５０
�２２２―９６９４）。

�新春!ウォーキング講座（２日間コース）
最近運動していますか？正月太りが気になっていませんか？
この講座では、健康運動指導士からウォーキングの基礎を学ぶことができま

す。みんなで一緒に楽しく歩きましょう!２日間とも参加できる方が対象。
日時 １月２３・２４日、午後１時４５分～３時４５分
場所 サンスクエア堺（堺市駅前） 多目的ホール
講師 健康運動指導士・澤田浩幸さん
持ち物 上履き、飲み物、筆記用具、バスタオル（床に敷いて使用）
�１月６日から電話か FAXで堺保健センターへ。先着３０人。

�ロコモ予防講演会
ロコモティブシンドローム（ロコモ）は、骨や筋肉、関節などが衰え、移動機

能が低下した状態のことです。講演会ではロコモの基礎をはじめ、膝や腰など
関節痛の原因や治療、また最近話題のフレイルについてもお話いただきます。
講演後、ロコモ体操も行います。動きやすい服装でお越しください。無料。
日時 １月３０日（木）、午後２～３時３０分（午後１時４５分より受け付け開始）
場所 人権ふれあいセンター（堺区協和町２丁６１―１）２階

多目的室
講師 熊野クリニック院長・熊野文雄さん
持物 上靴、筆記用具、タオル、お茶
�１月７日から電話か FAX で住所、氏名、電話番号、
講座名を、ちぬが丘保健センターへ。先着３０人。

�のびのび!運動教室
メタボ予防や筋力アップに!体操用チューブを使った体操を専門家による指

導や実技を通じて楽しく学びます。運動可能な方が対象。動きやすい服装で参
加してください。年度内に１回参加可能です。無料。
日時 ２月５日（水）、午後１時３０分～３時３０分
場所 堺保健センター２階 持ち物 タオル、飲み物、筆記用具
�１月６日から電話か FAXで堺保健センターへ。先着１５人。

�８０２０公開講座 ～認知症について～
ボランティアグループ「８０２０開口健口の会」公開講座として、認知症に関する

講演会を開催します。内容は、認知症の自己チェック方法や認知症の方との関

わり方などについてお話します。無料。
日時 ２月７日（金）、午後１時３０分～３時 場所 堺保健センター２階
�１月６日から電話か FAXで堺保健センターへ。先着３０人。

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・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

１５日
９：３０～１１：００
今月は実施しません
２月４日１４：３０～１５：３０

子どもの歯相談室
�予約制�無料

８・２８日
９：３０～１１：００
１月２３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

９日
９：３０～１１：００
今月は実施しません
２月５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
９・２０日

１４：００～１６：００
１月１４・２１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

９日
９：００～１１：００
今月は実施しません
２月５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）

１０・１７日
１３：３０～１５：００
１月６日・２月７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

８日
１０：３０～１１：３０
１月２３日

１１：００～１２：００

妊婦教室
�予約制�無料

男性（パパ）も参加可

妊娠中に３回

１月７日１３：３０～１５：３０
２月４日１０：３０～１４：３０

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。

「２・３歳Day」を開催します。
区内在住の２～４歳の誕生日前
日までの子どもとその保護者が
対象
「０歳 Day」を開催しま
す。
区内在住の生後４ヶ月～１
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

１月７日（火）
午前１０時から電
話で同課へ。
先着２０組。

１月８日（水）
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番１
号）３階プレイルー
ム

堺市総合福祉会館
（堺区南瓦町２番１
号）４階和室

共愛こども園（堺区
協和町５丁４８１―２）

日時

１月８日（水）
１１：００～１２：００

１月２２日（水）
１０：００～１１：３０

１月２８日（火）
１０：００～１１：３０

１月３１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
１階集会室で。
テーマ：スズキコージの世界
田辺聖子／著「夢はるか吉屋信子」上・下巻

開催日

１月１６日（木）１０：００～１２：００

１月２４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
１月９日（木）

１１：００～１１：２０
１月１５日（水）

１１：００～１１：２０
１月１１・２５日
１１：００～１１：３０

「たのしいお正月」

「チャレンジ!」

中央図書館
１月１８日（土）

１月２８日（火）

１月４・１１・１８・２５日
１５：００～１５：３０

「この本、読んでみて!」

「おもしろBOOKS探偵帖」

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
１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。

経済センサス―基礎調査

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

司法書士による休日・
夜間無料法律相談会

行政書士による
休日無料相談会

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２年（２０２０年）１月１日 堺区広報


