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献血にご協力を
９月の会場
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）
�コーナン高須店�日程１日
�イオンモール堺鉄砲町�日程７・
９日
�アリオ鳳�日程８・２３・２８日
�べスピア堺�日程１０日
�イオンモール堺北花田�日程１１・
１２・２６日
�ペガサス馬場記念病院�日程１６日
�ホームセンタームサシ美原店※�
日程１８日
�イオンモール堺鉄砲町※�日程１９
・２０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）
※は骨髄バンクドナー登録を同時実
施（�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）

ふるさと納税を活用
骨髄ドナー支援金
市では骨髄移植を必要とする患者を
一人でも多く救うため、ふるさと納
税制度を活用したドナーへの支援を
実施しています。
�次の全てに該当するドナー
�１年以内に日本骨髄バンクをとお
して骨髄などを提供した方で、提供
日時点で市内在住の方
�同種同類の助成金などを受けてい
ない方
�ドナー休暇制度のある企業・団体
などに勤務していない方
支援金額は通院１日当たり５,０００
円、入院１日当たり２万円（上限１４
万円）
詳しくは市�参照。
�保健医療課（�２２８―７５８２ �２２２―
１４０６）

マイナンバーカード
区役所に休日交付窓口
日時９月２６日（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
■証明書自動交付機・証明書コンビ
ニ交付サービスを休止
９月２２日（水）１６～１８時は、証明書自
動交付機（１７時３０分まで）と証明書コ
ンビニ交付サービスを休止します。
�区役所市民課（��区１ページ）か
戸籍住民課（�２２８―７７３９ �２２８―
０３７１）

井戸水をご利用の方へ
■井戸水の飲用は避けましょう
井戸水は、周辺環境の影響を受けや
すく、細菌や有害物質などに汚染さ
れている可能性があります。いつも
安全とは限りませんので、飲用には
水道水を利用してください。
�環境薬務課（�２２２―９９４０ �２２２―
９８７６）
■井戸水などの使用は届け出を
公共下水道を使用している方が、井
戸水などをトイレや洗濯などに使用
する場合、届け出が必要です。
なお、届け出を怠った場合は過料の
対象となります。
�給排水設備課（�２５０―３４６０ �２５０
―９１６４）

秋も熱中症には
気をつけましょう
涼しさに体が慣れ始める秋も、熱中
症には注意が必要です。
急に暑くなった日などは、のどが渇
いていなくても、こまめに水分補給
を行い、室内ではエアコンや扇風機
を使って適切な温度管理を行うなど
十分注意しましょう。
�保健医療課（�２２８―７５８２ �２２２―
１４０６）

看板を掲出する際には許可を
９月１～１０日は屋外広告物適正化旬
間です。市では、屋外広告物の掲出
に関する基準などを定めており、掲
出には原則、許可が必要です。定期
的に点検し、安全で景観に配慮した
掲出を心がけましょう。
�都市景観室（�２２８―７４３２ �２２８―
８４６８）

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９月２５・２６日１０～１６時４５分
場所ダイエー北野田店（東区丈六１８３
―１８）地下１階イートインコーナー
■堺市マイナンバーカード普及促進
センターで申請受付
日時月～土曜日９時３０分～１７時３０分
（木曜日は１９時３０分まで）
場所堺タカシマヤ（堺東駅前）９階
いずれも予約制。
通知カードと本人確認書類
２点が必要。申し込みや持
ち物は�（２次元コード）か
電話で。
■マイナポイント対象期間を１２月末
まで延長
今年４月末までにマイナンバーカー
ドを申請し、カードを取得済みの方
は、マイナポイントを申し込み、１２
月末までチャージかお買い物をする
と上限５，０００円分のポイントを受け
取ることができます。
�堺市マイナンバーカード普及促進
センター（�０７２―６００―０１８１ �２７５―
５７６６）

動物愛護週間
９月２０～２６日の動物愛護週間に合わ
せて次の催しを開催します。
�適正飼育講習会
堺市獣医師会会長・大下先生による
講習会を Zoomで行います。
日時９月２０日（祝日）１４時から
￥無料
���で９月１５日までに動物指導セ
ンター（�２２８―０１６８ �２２８―８１５６
電 子
メールdoshi@city.sakai.lg.jp）へ。	８０人
�さかい動物愛護写真展
�同センター�日時９月２０日（祝日）
１０～１３時
�市役所エントランスホール�日程
９月２２～２６日
詳しくは市�参照。
�同センター

９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（常時）、
１００円くじ（２９日から）、お月見くじ
（１～２１日）
�全国自治宝くじ�スクラッチ（２１
日まで、２９日から）、宝くじの日記
念（７日まで）、ハロウィンジャンボ
・ミニ（２２日～１０月２２日）
�資金課（�２２８―７１９１ �２２８―７８５６）

秋の全国交通安全運動
�夜間の事故に注意
日没時間が早まる秋は、夕暮れ時や
夜間の交通事故が起こりやすくなり
ます。歩行者は反射材を身に付け、車
や自転車は早めに点灯しましょう。
�自転車の交通ルールを守ろう
自転車も車の仲間です。車道では左
側を走るなど、交通ルールを守りヘ
ルメットをかぶりましょう。
■飲酒運転・あおり運転の妨害運転
は犯罪です
ドライバーは「思いやり・ゆずり合
い」の気持ちを持ち、安全運転を心
がけましょう。
二輪車運転者は、車間距離を十分に
取り、渋滞車列の横をすり抜けた
り、無理な追い越しや急な進路変更
はやめましょう。
�「交通事故をなくす運動」堺市推進
協議会（自転車企画推進課内 �２２８
―７６３６ �２２８―０２２０）

霊園の使用者を募集
霊園（南区鉢ヶ峯寺７７３）の使用者を
募集します。
�９月１日～使用許可日現在、市に
住民登録があり、同園を使用してい
ない世帯の方。遺骨のない方も申し
込み可。￥１㎡あたり４２万円
�
で区役所市政情報コーナー、霊
園管理事務所などにある申込用紙
で。受付期間は９月１５～３０日。抽選
日は１０月２４日。�１０９区画
�堺市霊園・霊堂（�２９２―７４５５ �
２９２―４４３１）

スズメバチにご注意
スズメバチは９月ごろになると働き
バチの数がピークに達し、活動も活
発になるので気を付けましょう。
詳しくは生活衛生センター（�２９１―
６４６４ �２９１―６４６５）へ。

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�広告代理店ウィット（�０７２―
６６８―３２７５ �０７２―６６８―３２７６）
�折込広告�YDS 府下南部地区本部
（�２３２―７７７２ �２３２―７７７３）

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�
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