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2月18～20日
午前10時スタート

※各店舗の営業日・営業時間は異なります。

令和初！ 第14回

　堺東の商店街内特設売り場などで販売している
チケットで71店舗の参加店でお得な特別メニュー
（ドリンクとフード）が味わえます。詳しくは、広報さかい17ページか
ガシバルホームページ（https://gashi-bar.com）参照。

前売りチケット 2,400円
当日チケット 2,800円
前売りチケット販売期間は2月1～17日
※ネット予約は15日まで

ガシバル実行委員長
（堺区区民評議会委員）
高岡　武史

　年に一度の堺東の食中心の
イベント「ガシバル」。
　日頃から堺東を利用されてい
る方やバル初参加の方、様々
な方がマップ片手にガシブラ！
お得感満載です！
　皆さんの笑顔の3日間を楽し
みにお待ちしています。

ガシバルってどんなイベント？

やまぐち ま な え

三国ヶ丘小学校５年 山口 愛永

私は幼稚園の時に堺区に引っこしてきま

した。みんながやさしい笑顔あふれるこの

町が大好きです。

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

�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）

人のうごき（堺区）
令和２年１月１日推計（ ）は前月比

�ガシバル「そや堺ええ街つくり隊」事務局（�０９０―４９０６―７４４９〈１２～１７時〉）か商業流通課（�２２８―８８１４ FAX２２８―８８１６）。

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

７５，１３８人
（４０人減）

２３．６５�

編集・発行 堺区役所企画総務課

男

人口密度

７３，３０８人
（１２人減）

６，２７７人／�

��各各神神社社かか、、堺堺区区役役所所企企画画総総務務課課（（��２２２２８８――７７４４００３３））。。

人口

世帯

１４８，４４６人
（５２人減）

７２，３４８世帯
（１３世帯減）

令和2年（2020年）第220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）



作文文コンテストで
　　　堺区から3人が受賞が受賞
作文コンテストで
　　　　堺区から堺区から3人が受賞が受賞

社会を明るくする運動

　すべての国民が犯罪や非行の防止と罪を犯した人
たちの更生（立ち直り）について、理解を深め、そ
れぞれの立場で力を合わせて、犯罪や非行のない地
域社会を築くための全国的な運動です。わたしたち
の地域でもさまざまな活動が行われています。

社会を明るくする運動とは

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】

２／４・１８２／１５２／１４・２８２／５・１９２／１３・２７２／１２・２６

�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２／１２、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

２／１０３／９３／１３２／１３３／４２／１７２／１２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

３／１３
１０：００～１２：００

３／１９
１０：００～１２：００

２／１９
１０：００～１２：００

３／１０
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）

２／５
１４：００～１６：００

２／１９
１４：００～１６：００

２／４
１４：００～１６：００

２／１２
１４：００～１６：００

２／１８
１４：００～１６：００

２／２８
１４：００～１６：００

２／６
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

３／２５
１４：００～１６：００

２／１８
１４：００～１６：００

３／１８
１４：００～１６：００

２／１０
１４：００～１６：００

３／６
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。�～�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

こんろ火災に注意を！市・府民税の申告はお早めに市・府民税の申告はお早めに市・府民税の申告はお早めに

阪堺大橋の工事に伴い阪堺大橋の工事に伴い
終日北行き車線が規制終日北行き車線が規制
阪堺大橋の工事に伴い
終日北行き車線が規制野良猫への無責任なエサやりはやめましょう野良猫への無責任なエサやりはやめましょう野良猫への無責任なエサやりはやめましょう

地域猫活動

飼い猫は最後まで
責任を持ちましょう

集団回収報償金の
申請は2月中に

次世代を担う小・中学生に、家庭や学校の日常生活で犯罪や非行のない明るい社会を築
こうとする「社会を明るくする運動」への理解を深めてもらうために、作文コンテストを行
いました。審査の結果、堺地区から次の３人が受賞し、１月１４日、ホテル・アゴーラリー
ジェンシー堺で、「社会を明るくする運動」堺市推進委員会主催の表彰式が行われました。
受賞作品は堺市ホームページ参照。
今年度の市の応募作品数は、小学生の部が９３編、中学生の部が４４編の合計１３７編でした。

�同委員会（堺市社会福祉協議会総務課内 �２３２―５４２０ �２２１―７４０９）か長寿
支援課（�２２８―８３４７ �２２８―８９１８）。

市内では、昨年の火災原因１位が「こ
んろ火災」でした。こんろ火災は少しの
不注意で発生しています。次の点に注意
し、正しく使用して下さい。

こんろ火災を防ぐポイント
�料理中はこんろから目を離さない。
�こんろの周りに燃えやすいものを置か
ない。 �袖口がゆったりした服は、服
への引火危険があるため避ける。

IH こんろでも誤っ
た使い方をすると火災
の原因になります。特
に揚げ物調理をする場
合は、次のことに注意
して下さい。 �IH こんろ用の鍋を使
用する。 �油の量を一定量以上とす
る。（少なすぎると火災の原因となりま
す。） �揚げ物対応機能がある場合はそ
の機能を使う。
�堺消防署（�２２８―０１１９ �２２８―４０８７）。

令和２年度の市・府民税の申告を２月
１７日～３月１６日（土・日曜日・祝休日を
除く）、午前９時～午後５時１５分、市役
所本館３階会議室で受け付けます。期間
中に申告をしてください。対象者、持ち
物など詳しくは本紙と同時に配布してい
る「税についての大切なお知らせ」参照。
申告書は自宅で作成して郵送すること

ができます。郵送申告をぜひご利用くだ
さい。申告期間中は大変混雑しますの

で、時間に余裕を持ってお越しください。
また、庁舎整備工事もあり、駐車場、
駐輪場、周辺道路が大変混雑し、入場で
きない場合もあります。公共交通機関を
ご利用ください。自動車の方は、無料駐
車券を発行していません（公共交通機関
の利用が困難な方を除く）。
なお、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（広報
さかいに関連記事あり）。�市民税課ナビ
ダイヤル（�０５７０―００１―７３１）か同課（電話・
ＦＡＸ番号は区広報紙１ページ参照）。

１月２７日、午後９時～８月３１日（予
定）、府道大阪臨海線の大和川に架かる
阪堺大橋（住之江区南加賀屋４～堺市堺
区松屋大和川通１）で、改良工事により
北行き車線の規制が終日行われます。
また、北行き（大阪市内方面）（側道）の

車道夜間通行止めに伴い、一部期間う回
が必要となります。
ご不便をお掛けしますが、規制期間中
は国道２６号などへう回にご理解・ご協力
をお願いします。交通規制の対象地域な
どは、大阪市ホームページ参照。
�大阪市住之江工営所（�０６―６６８６―１９０５
�０６―６６８６―１９１５）か道路整備課（�２２８―

７０９５ �２２８―７１３９）。

餌を放置したりばらまいたりすると、
猫だけでなく虫やカラスも集まるなど近
隣の生活環境の悪化につながります。
また、不妊手術を行わないままに餌を

与えると野良猫が増え、糞尿被害の増加
などを招きます。餌を与える場合は、不
妊手術や糞尿の始末などを行い近隣住民
の理解を得られるようにしましょう。

野良猫による問題を地域の問題として
取り組み、解決をめざす活動です。地域
住民の有志の方が、地域の合意のもと、
地域にいる猫を不妊手術し、ルールを守

り適切に管理する活動です。
市では、地域猫活動を実施するグルー
プに、不妊手術費用の一部助成などの支
援を行っています。

市では野良猫の駆除・引き取りを行っ
ていません。飼い主のいない猫を増やさ
ないためにも、飼い猫は最後まで室内で
適正に飼育するよう努めま
しょう。
�動物指導センター（�２２８
―０１６８ �２２８―８１５６）。

昨年８月～今年１月に実施した古紙や
古布などの集団回収に対する報償金の申
請を次のとおり受け付けます。新規登録

などは、同課へ問い合わせください。
�受付期間�２月２８日まで（土・日・祝
日を除く）。 �受付場所�市役所本館
３階堺区役所自治推進課
�堺区役所自治推進課（�２２８―７０８２ �
２２８―７８４４）。

「思いやりのこころ」

（賢明学院小 ５年）

BBS会会長賞

室津 百音さん

更生保護女性会会長賞

片岡 杏さん
（月州中 ３年）

「大きな力」

白木 琴子さん
（神石小 ６年）

市長賞
「人」
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図書館
からのおしらせ

と し　ょ か　ん

民生委員児童委員が改選されました

堺保健センター堺保健センター
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�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

地地域域ぐぐるるみみでで
蚊蚊のの発発生生をを防防ぐぐ
相相談談会会

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 ２月３・１０・１７日
■中央図書館の催し【読書会】

民生委員児童委員は法律により厚生労
働大臣から委嘱され、３年ごとの１２月１
日に、全国一斉に改選されます。昨年の
改選で、堺区内では、主任児童委員１６人
を含む２４７人の方が委嘱され、市内では
１，１１３人の民生委員児童委員が委嘱され
ました。
民生委員児童委員は、それぞれの地域

の身近な相談者として、福祉に関する相
談に応じ、必要な援助を行います。
日常生活で困ったことや相談ごとのあ
る方は、お近くの民生委員児童委員にご
相談ください。なお、お住まいの校区の
担当委員を知りたい方は、堺区役所生活
援護第一課・第二課へお問い合わせくだ
さい。
�堺区役所生活援護第一課・第二課（�
２２８―７４９８ �２２８―７８７０）。

■移動図書館 ２月２・１６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。

高齢者虐待防止パネル展
高齢者虐待には「身体的虐待（たたく・
外出制限など）」「経済的虐待」「心理的虐
待（どなる・無視するなど）」「性的虐待」
「介護や世話の放棄放任」があります。
「虐待」はどこの家庭でも起こる可能性が
あります。地域で暮らす高齢の方や介護
する方の孤立を無くすには、日ごろから
の「気づき」「声かけ」「つながり」が大切で

す。
パネル展では虐待に関する考え方を含
め展示しています。無料。直接会場へ。
日時 ２月１８～２８日（２８日は午後４時ま
で）
場所 市役所本館１階 エントランスホ
ール階段下
虐待かなと思ったら、一人で悩まず、
お近くの地域包括支援センターや基幹型
包括支援センター、堺区役所地域福祉課
（いずれも１ページ参照）にご相談くださ
い。
�堺基幹型包括支援センター（�２２８―
７０５２ �２２８―７０５８）。

ゴールデンエイジプログラム（子ども育
成）
大阪体育大学の大学院生・学部会が企

画した運動能力向上プログラムを実施
し、こどもの運動能力向上を目指します。
日時 春休み期間中に開催します。
対象 堺市在住・在学の小学１～４年生
費用 １人２，０００円
�２月１５日（土）、午前９時から来館によ
る先着順
詳しくは当館までお問合せください。

自治会など地域の方が主体となって蚊
の発生を防ぐ活動を支援しています。春
からの活動に向けて、相談会を開催しま

すので、お気軽にお越しください。無
料。直接会場へ。
日時 ２月２６日（水）、午後１時３０分～３
時３０分
場所 市役所高層館１階ロビー南側
�生活衛生センター（�２９１―６４６４ �２９１
―６４６５）。

�６０歳代からを楽しむ秘訣!講座～オーラルフレイル予防と若返りトレーニン
グで健康長寿～
最近むせやすくなっていませんか？オーラルフレイルとは、噛む・飲み込む

などの口の機能が衰えてくる状態をいい、早めの気づきが大切です。よく食べ
て、身体を動かし、健康寿命を延ばしましょう。動きやすい服装で、飲み物持参。
日時 ３月４日（水）、午後２～３時３０分 場所 堺保健センター２階
�２月３日から電話か FAX で住所、氏名、電話番号を堺保健センターへ。先
着３０人。
�いきいき食生活を送るための栄養調理講習会
偏った食事や食事量の減少は、高齢の方の低栄養状態を招き、筋力の低下な

どさまざまな身体機能の低下につながります。元気にいきいきと暮らすための
食生活のポイントについて調理実習を通じて学びます。
地域で高齢の方に向けて食に関するボランティア活動をされている方か興味

がある方が対象。筆記用具、エプロン、三角きん、手ふきタオルを持参。
日時 ３月４日（水）、午前１０時～午後１時 場所 サンスクエア堺（堺市駅前）
�２月３日から電話か FAX で住所、氏名、電話番号を堺保健センターへ。先
着２４人。
�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をします。生後９～１１カ月前後の子どもの保護者が対象。
日時 ２月２０日（木）、午前１０時３０分～１１時３０分 場所 堺保健センター

持ち物 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。
�２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。
�減らしおキッチン（減塩メニュー提供協力店）ご利用ください
健康な食生活を応援するため、区内協力店舗５店にて、減塩メニューが販売
されます。減塩メニューは、１食当たりの食塩相当量が3g 以下の「塩分ひか
えめメニュー」と、塩分濃度が１％以下の「適塩汁物」の２種類です。販売は３
月まで。
協力店舗は、森のキッチン（市役所地下１階）、花茶碗（百舌鳥夕雲町）、自然

食カフェGRAN（南三国ヶ丘町）、Arestaurant（少林寺町東）、喫茶きらっと
（八千代通）です。
メニューの内容や協力店舗は、市ホームページ参照。
�堺保健センターか健康医療推進課（�２２２―９９３６ �２２８―７９４３）。

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）○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。

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）

その他

初めて利用する方は登
録が必要（無料）。当日
登録可。

「１・２歳 Day」を開催
します。区内在住の１歳
から３歳の誕生日前日ま
での子どもとその保護者
が対象
※小麦粉粘土をします。
アレルギーをお持ちの方
はご遠慮ください。
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

２月５日（水）
午前１０時から電
話で同課へ。
先着２０組。

受付中。
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）

堺市役所（堺区南瓦
町３―１）本館地下１
階多目的室

共愛こども園（堺区
協和町５丁４８１―２）

日時

２月５日（水）
１１：００～１２：００

２月２６日（水）
１０：００～１１：３０

２月２８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：生きる希望を与えてくれる絵本

村田沙耶香著「コンビニ人間」

開催日
２月２０日（木）
１０：００～１２：００
２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

堺市駅前分館
２月６日（木）

１１：００～１１：２０
２月１９日（水）

１１：００～１１：２０
２月８・２２日
１１：００～１１：３０

「作って食べよう」

「身体と心を癒す」

中央図書館
２月１５日（土）

２月２５日（火）

２月１・８・１５・２２・２９日
１５：００～１５：３０

「いつでも元気に!」

「賞と本の世界」

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

２月のブックフェア
対象：子ども向け
対象：一般向け

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

２月１９日
９：３０～１１：００

２月４日
１４：３０～１５：３０

子どもの歯相談室
�予約制�無料

２月１２・２５日
９：３０～１１：００

２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

２月１３日
９：３０～１１：００

２月５日
３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
２月４・１３日
１４：００～１６：００

２月２７日９：１５～１１：１５
２月１８日
３月３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
２月１３日

９：００～１１：００

２月５日
３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）

２月１４・２１日
１３：３０～１５：００

２月７日
３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

２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

２月４日
１０：３０～１４：３０
３月５日

１０：００～１２：００

堺保健センター

ちぬが丘
保健センター

■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。

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

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２年（２０２０年）２月１日 堺区広報


