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住民票などの証明書
交付手数料の免除期間を延長
コロナの影響で融資や支援を受ける
場合に必要な証明書について、交付
手数料を免除する期間を１２月２８日ま
で延長します。過去に取得したもの
やコンビニ・自動交付機での発行は
免除対象外。
詳しくは市�（２次元コー
ド）参照。
�区役所市民課（��区１ページ）か
戸籍住民課（�２２８―７７３９ �２２８―
０３７１）

夏は血液が不足します
献血にご協力を ７月の会場
７月は「愛の血液助け合い運動」月間
です。新型コロナワクチン接種後
は、４８時間後に献血していただけま
す。
�堺東献血ルーム�日程木・第３日
曜日を除く毎日（要予約）
�東区役所�日程７日
�堺市役所�日程８・９日
�中区役所�日程１４日
�イオンモール堺鉄砲町�日程１７・
１８日
�南区役所�日程２１日
�美原区役所�日程２９日
時間などは大阪府赤十字血液センタ
ー（�０１２０―３２６７５９）へ。
�同センターか市民協働課（�２２８―
７４０５ �２２８―０３７１）
骨髄バンクドナー登録も同時実施し
ています。�１８～５４歳の健康な方
�関西骨髄バンク推進協会（�０６―
６１６７―５５１２）か保健医療課（�２２８―
７５８２ �２２２―１４０６）

貯水槽の衛生管理の徹底を
マンションやビルの貯水槽は、日常
の管理が重要です。管理を怠ると思
わぬ事故につながる恐れがあります
ので、所有者（管理者）は、貯水槽の
点検や毎年１回以上の清掃など、衛
生管理を徹底してください。
�環境薬務課（�２２２―９９４０ �２２２―
９８７６）

市有地を売却
市有地を一般競争入札で売却しま
す。
�建付地�東区日置荘西町３丁２１２―
２（２，１０５．８９㎡）
�土地�北区新金岡町４丁８―２
（９，１６７．２０㎡）
詳しくは７月１日から区役所市政情
報コーナー、財産活用課などにある
公有財産売却実施要領か市�参照。
�財産活用課（�２２８―７４０９ �２２８―
７８５６）

通学定期券運賃の一部を補助
泉北高速鉄道と南海電鉄を乗り継ぐ
通学定期運賃（実習用定期券含む）の
一部を補助しています。
補助額は１日当たり４８円（小児運賃
は半額）。審査あり。
�市に住民登録があり、泉北高速鉄
道と南海電鉄を乗り継ぐ通学定期券
を利用する２５歳（利用年度末の年齢）
までの方（生活保護世帯で通学定期
運賃を受給している方を除く）
申請に必要な定期券のコピーや利用
証明印がない場合は、定期券を購入
した鉄道会社へ購入履歴の開示手続
きを行ってください。開示可能期間
は定期券購入月から１３カ月間です。
申請方法などは、市�参照。
�交通政策担当（�２２８―３９５６ �２２８
―８４６８）

マイナンバーカード
区役所に休日交付窓口
日時７月１１・２５日９～１２時
場所各区役所市民課
持ち物交付通知書・通知カード・本人
確認書類
�区役所市民課（��区１ページ）か
戸籍住民課（�２２８―７７３９ �２２８―
０３７１）

７月は夏の
交通事故防止運動月間です
子どもには「道路で遊ばない」「道路
に飛び出さない」などの基本的な交
通ルールを習慣付け、自動車を運転
するときは「飲んだら乗るな、乗る
なら飲むな」を厳守するなど、皆さ
んの協力をお願いします。
�自転車企画推進課（�２２８―７６３６
�２２８―０２２０）

長時間水道を使っていない時は
飲み水以外に
長時間水道を使わずにいると水道水
の塩素が少なくなっていることや、
鉛管を使用している家庭では、水に
鉛が溶け出ることがあります。
通常の使用には問題ありませんが、
朝一番や旅行などで長時間水道を使
っていなかった場合は、念のため最
初のバケツ１杯分程を飲み水以外に
お使いください。
�上下水道局お客様センター（�
０５７０―０２―１１３２ �２５１―１１３２ �２５２―
４１３２）

７月の宝くじ販売のお知らせ
市内で購入された宝くじの収益金
は、認定こども園の整備や子ども医
療費助成など、身近なところで役立
っています。
�近畿宝くじ�スクラッチ（１２日ま
で、２８日から）、１００円くじ（１２日ま
で、２８日～８月１７日）、幸運の女神
くじ（１２日まで）
�全国自治宝くじ�スクラッチ（常
時）、サマージャンボ・ミニ（１３日～
８月１３日）
�資金課（�２２８―７１９１ �２２８―７８５６）

人生の節目に記念樹を
プレゼント
出生や結婚、成人、新築など市民の
皆さんの人生の節目に、記念樹を無
料でお渡ししています。
�４月１日～９月３０日に記念日があ
る方
�市役所市政情報センター、区役所
市政情報コーナー、堺市公園協会�
にある申請書で。受付期間は８月３１
日（必着）まで。
�同協会（�２４５―００７０ �２４５―００６９）

写真撮影無料!ご自宅にお届け!
マイナンバーカードを申請しよう
�マイナンバーカード出張申請受付
日時７月２４日（土）１０～１６時４５分
場所美原区役所本館５階大会議室
日時７月２５日（日）１０～１６時４５分
場所みはら歴史博物館
�マイナンバーカード普及促進セン
ター
場所堺タカシマヤ（堺東駅前）９階
日時月～土曜日９時３０分～１７時３０分
（木曜日は１９時３０分まで） いずれも
３０分前に受付終了
持ち物��ともに本人確認書類２点
（運転免許証と健康保険証など）、通
知カード（お持ちでない場合は写真
付きの本人確認書類が必要）
予約はいずれもWEBサイトか電話
から。

�堺市マイナンバーカード普及促進
センター（�０７２―６００―０１８１ �２７５―
５７６６）

発行日までにお届けします。お届けは
午後８時までとなりますので、ご家庭
により宅配時間が異なります。
発行日を過ぎても届かないときは、上
記のフリーダイヤル（宅配業務受託業
者・YDS府下南部地区本部）までご連
絡ください。

�紙面�広告代理店ホープ（�０９２―７１６
―１４０４ �０９２―７１６―１４６７）
�折込広告�YDS 府下南部地区本部
（�２３２―７７７２ �２３２―７７７３）

問い合わせ先
秘書課（�２２８―７６１６ �２２２―
８４４１）
堺観光コンベンション協会（�
２３３―５２５８ �２３３―８４４８）か観光推
進課（�２２８―７４９３ �２２８―７３４２）
スポーツ推進課（�２２８―７４３７
�２２８―７４５４）
農水産課（�２２８―６９７１ �２２８―７３７０）か農業
委員会事務局（�２２８―６８２５ �２２８―７４１０）
大浜公園事務所（�２３２―１４８９
�２２８―８８９７）
泉ヶ丘公園事務所（�２９１―１８００
�２９６―９６７６）

美原体育館（�３６１―４５１１ �３６１
―４５１３）

例年開催日

７月２６日

１０月１６・１７日

１０月３１日

１１月２３日

７・８月

イベント名

堺市表彰式

堺まつり

堺市民オリンピック

堺市農業祭

金岡・大浜公園プール

マルエス堺原山公園プ
ール（屋外）
美原Ｂ＆Ｇ海洋センタ
ープール

今
年
中
止

例年実施イベントなどの中止状況

宅配もれのお問い合わせ

広告のお問い合わせ

	必要事項は
郵便番号・住所、
氏名（ふりがなも）、
電話・FAX番号

を必ず記入

�対象 ￥費用 定員…
先着 �選考
�多数の場合は抽選 �問い合わせ先
�申込方法 はがき �往復はがき
�電話 �FAX �電子メール �郵送
�直接来館（庁）�ホームページ
�電子申請システム(市�内)

記号の見方

ひろば
情報

０１２０―２２２―４７２�

さかい 
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