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ター・けんけ
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列車内ちかん被害相談
�０６―６８８５―１２３４

Ｊアラート全国一斉訓練
地震・津波や武力攻撃に備え、Ｊア
ラートの全国一斉訓練を実施しま
す。日時２月１７日（水）１１時から
防災行政無線屋外スピーカーと、地
域会館などに設置している戸別受信
機から自動音声による試験放送が流
れます。
�危機管理課（�２２８―７６０５ �２２２―
７３３９）

献血にご協力を ２月の会場
感染対策を徹底のうえ、献血会場を
開設しています。冬期は血液が不足
します。皆さんのご協力をお願いし
ます。
�堺東献血ルーム�日程木曜日を除
く毎日（要予約）
�サカイ引越センター�日程３日
�アリオ鳳�日程８日
�深井駅前�日程１０日
�ペガサス馬場記念病院�日程１８日
�イオンモール堺鉄砲町�日程２０・
２１日
�アンディイズミヤ泉北店�日程２１
日
�ロイヤルホームセンター堺店�
日程２３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）

マイナンバーカード
区役所に休日交付窓口
日時２月２８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
�区役所市民課（��区１ページ）か
戸籍住民課（�２２８―７７３９ �２２８―
０３７１）

宝くじの購入は市内の売り場で
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（２月１６日まで）、新春運
だめしくじ（２月２日まで）
�全国自治宝くじ�スクラッチ（常
時）
�バレンタインジャンボ�１等前後
賞合わせて３億円（２月３日～３月
５日）
�資金課（�２２８―７１９１ �２２８―７８５６）

電車内での痴漢被害
一人で悩まず相談を

大阪府警察鉄道警察隊では、２４時
間電話相談を受け付けています。
痴漢被害に遭われた方や目撃され
た方は、一人で悩
まずに、一緒に対
応方法を考えまし
ょう。

�市民協働課（�２２８―７４０５ �２２８―
０３７１）

荒山（こうぜん）公園
駐車場を一時有料化
荒山公園（南区宮山台２丁３）は、梅
や桜が見ごろになる時期に、来園す
る車で付近の道路が混雑し、近隣住
民に大変ご迷惑をおかけしていま
す。そのため、２月１０日～４月４日は
臨時駐車場を増設し、全駐車場を有
料にして混雑解消に取り組みます。
来園には公共交通機関の利用にご協
力をお願いします。
�泉ヶ丘公園事務所（�２９１―１８００
�２９６―９６７６）

ボランティア清掃活動団体を
募集

「堺市まち美化促進プログラム（アド
プトロード）」では、歩道などの清掃
を行うボランティアを支援してお
り、活動団体を募集しています。
詳しくは市�参照。
�環境業務課（�２２８―７４２９ �２２９―
４４５４）

DIY工具が無料で使える
茶山台団地「DIYのいえ」
本格的な工具を取りそろえた DIY
の作業スペース、専門スタッフによ
る技術サポートや相談室を備えた
DIY のいえを無料で利用できま
す。子ども向けの工作コーナーもあ
ります。
日時２月の土・日曜日（緊急事態宣
言発出中は中止）１０～１７時
場所茶山台団地（南区茶山台２丁１―
１６―１０１） ￥無料 直接会場へ
２０日はオンラインワークショップ
「キッチンリメイク」も開催予定。
詳しくはツイッター「DIY のいえ
茶山台」参照。
�カザールホーム（�０１２０―４５―８５４０）
かニュータウン地域再生室（�２２８―
７５３０ �２２８―６８２４）

高濃度PCBを含む電気機器
３月末までに必ず処分を
PCBを高濃度で含む電気機器（変圧
器、コンデンサー、家庭用を除く照
明用安定器など）は、法律により３
月末までに処理が義務付けられてい
ます。
期限内に処分しない場合は、処分す
ることができなくなるうえ、罰則
（１，０００万円以下の罰金など）の対象
となる場合があります。
今一度、倉庫・電気室などを点検
し、該当の機器があった場合は速や
かに本市に届け出をするとともに、
適正に保管・処分してください。
詳しくは市�参照。
�環境対策課（�２２８―７４７６ �２２８―
７３１７）

花のボランティア会員を募集

「花づくり・花かざり・花守（も）り」
（花植えなど）のボランティア会員を
募集。説明会を行います。
�市内在住・在勤・在学の方 ボラ
ンティア保険（￥５００円）への加入が
必要。
４月から４カ所の圃（ほ）場（大仙公
園、金岡公園、荒山公園、とみおか
フラワーガーデン）で活動します。
日時３月１３日（土）１４時
場所堺市都市緑化センター（堺区東
上野芝町１丁４―３）
���で	を２月１２日（必着）までに
堺市公園協会（〒５９０―０８０３ 堺区東
上野芝町１丁４―３ �２４５―００７０
�２４５―００６９）へ。

不動産無料相談会
日時第１・３水曜日（祝休日、年末
年始を除く）１３～１６時
場所堺市不動産会館（堺区市之町東
１丁２―１４）
申込方法は、大阪府宅地建物取引業
協会堺市支部�参照。
�同支部（�２３３―０８５５）か住宅まちづ
くり課（�２２８―８２１５ �２２８―８０３４）

ストーブの取り扱いにご注意
ストーブの使用方法を誤ると火災や
死傷事故に至ることがあります。使
用時は次の点に注意しましょう。
�ストーブの上で洗濯物などを干さ
ない
�給油・外出
・就寝時には
必ず火を消す
�対震消火装
置のあるもの
を使用する
�石油やガス
を使用する時
は、こまめに
換気する
�予防査察課（�２３８―６００５ �２２８―
８１６１）

厚生労働省などから、石綿（アスベ
スト）を含むバスマットやコースタ
ーなどの珪藻土製品の流通と販売者
などによる回収について発表があり
ました。
対象製品は販売者やメーカーが自主
回収します。
対象製品や回収方法については、販
売者かメーカーへお問い合わせくだ
さい。
対象製品や回収に関する参
考情報を市�（２次元コー
ド）でお知らせしていま
す。
■製品の取り扱いに関するお願い
�製品を削ったり割ったりすると飛
散する可能性があるものの、通常の

使い方で使用している限りは石綿
が飛散する恐れはありません。
�販売者の自主回収まで各家庭で
保管してください。
�石綿が混入している珪藻土製品
は、市では処理できませんので、
ごみとして出さないでください。
�環境業務課（�２２８―７４２９ �２２９
―４４５４）

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。

キャッシュレス決済で最大５，０００円のマイナポイントが
もらえるサービスが９月末まで延長されます。ポイント
の取得には３月末までにマイナンバーカードの交付申請
を行う必要があります。

■マイナポイントの支援窓口
日時月～金曜日９～１７時３０分（祝日を
除く）、２月２８日（日）９～１２時
場所各区役所 持ち物マイナンバーカードと暗証番
号、利用するキャッシュレス決済サービス
�ICT イノベーション推進室（�２２８―７２６４ �２２８―

マイナポイント取得ナビ
７８４８）

�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）

珪藻土製品のバスマット

石綿（アスベスト）を含む
珪藻土（けいそうど）製品にご注意

宅配もれのお問い合わせ

広告のお問い合わせ

９月末
まで

	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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