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感染しない・重症化させないために 新型コロナワクチン3回目接種

（１月25日時点）

市では、3回目接種を進めており、接種時期が近付いた方に順
次接種券をお送りしています。接種券が届いたら、予約が可
能です。
なお３回目接種は、2月1日から接種時期をさらに前倒しし
ました。対象の方と接種可能日は右表のとおりです。

●65歳以上の高齢者

2回目接種日から
6カ月経過した日以降

●医療従事者など

●高齢者施設入所者・従事者など

2回目接種日から

18〜64歳の方

７カ月経過した日以降

※医療従事者などや高齢者施設入所者・従事者などの方は、勤務先や入所
先で接種できる場合があります

次の方に接種券をお送りしました
（1月25日時点）

・昨年7月14日までに2回目接種をした65歳以上の方
・昨年6月14日までに2回目接種をした18〜64歳の方
・昨年8月末までに2回目接種をした医療従事者等の方

親展
接種券付き予診票 在中

3 回目ワクチン

接種ワクチン

集団接種会場
【7】
（地域会場）

直接医療機関へ

ホーム
ページ
新型コロナワクチン接種コールセンター
ライン

・武田/モデルナ社
（追加接種のみ）

ワクチン接種バス

集団接種会場
接種予約はこちらから

個別接種会場
コロナワクチンナビ

予約方法

個別接種会場
【約330】 ・ファイザー社
（医療機関※）
・武田/モデルナ社
集団接種会場
【9】
（追加接種のみ）
（医療機関※）

接種会場を拡充
1・2回目接種も継続中

２月１日から集団接種会場
（地域会場）
での接種を開始します。また、
個別接種会場でも武田/モデルナ社ワクチンの接種を実施します。
会場
【箇所数】

まだ届いていない場合は、
下記の新型コロナワクチン
接種コールセンターにお問
い合わせください。

重要

LINEか市ホームページ、
コールセンターで

接種ワクチンや予約受
付状況を確認できます

☎ 0570-048-567（ナビダイヤル〈有料〉）
9：00〜17：30
（土・日曜日、祝休日も開設）

申込書で
（グループ接種のみ）

※IP電話からは☎ 072-256-4140

※国からのワクチン供給状況などにより、医療機関によってはどちらかのワクチンのみ接種している場合があります。

大型バスで 3 回目接種できます
間

ワクチン接種バス

グループで申し込みして接種

申し込みなしで接種
期

堺市

10〜40人のグループ単位で接種ができます。
申し込みが必要

2月7日〜3月18日
（土・日曜日、
祝休日と2/15・3/15は除く）

期

間

2月7日〜3月31日
（原則土・日曜日、祝休日除く）

対

象

65歳以上で接種券が届いた方

定

員

対

象

1日135人

接種券が届いた方
（年齢要件なし）

場

所

さかい利晶の杜
（堺区宿院町西2丁1-1）駐車場のバス内

場

所

金岡・大仙・原池公園の市内公園の駐車場など、
市が

持

物

接種券と同封のご案内に記載の持ち物

提示する駐車場に移動したバス内
※駐車スペースなどの条件が合えば希望先へ訪問可
申

●事前申込不要です

整理券
配布開始

接種時間

午前の部
（65人）

9：00〜

9：30
〜12：30

午後の部
（70人）

13：00〜

●定員に達した時点で終了します
●接種には当日配布する整理券が必要です
●居住区別で曜日指定があります

（対象居住区以外の方は、
来場されても
接種できませんのでご注意ください）
※混雑状況などで変更の場合があります

（11：50受付終了）

13：30
〜17：00

（16：20受付終了）

曜日

月

火

水

木

金

居住区

中・東

西・南

堺

北・美原

堺

込

市ホームページにある申請書を代表者がメールか
郵送で

集団接種会場
（地域会場）
堺タカシマヤ

堺区三国ヶ丘御幸通59

ソフィア・堺

中区深井清水町1426

ダイエー北野田店

東区丈六183-18

イトーヨーカドー津久野店

西区下田町20-1

泉ヶ丘センタービル

南区茶山台1-2-1

堺市産業振興センター
美原区役所（別館）

北区長曽根町183-5
美原区黒山167-9

3 回目接種は 1･2 回目と異なるワクチンも受けられます

3回目接種では、1･2回目の接種と異なるワクチン（ファイザー社または武田／モデルナ社）を接種する
「交互接種」を受けることができます。
2月は国からのファイザー社ワクチンの供給が少ないため、1･2回目にファイザー社のワクチン接種を受けた方は、
より多くの供給が見込まれる
武田／モデルナ社のワクチンの方が、
早く接種を受けられる場合があります。
交互接種の効果と安全性に関する海外の研究について、国の審議会資料では次のとおり示されています。 3 回目接 種 や
交互接種の効
（ただし、
武田／モデルナ社ワクチンは、3回目接種で使用する50㎍ではなく100㎍接種した結果）
果や安全性に
ついて→

●交互接種の効果

●交互接種の安全性

1･2回目と異なるワクチンを3回目に接種した場
合、同種のワクチンを接種した場合よりも抗体価が
上昇したことが示されています。

3回目接種後、7日以内の副反応は、1･2回目と同じワクチンを
接種しても異なるワクチンを接種しても、安全性の面で許容さ
れると示されています。

変異株も基本的な感染対策が有効です

急激な感染拡大に歯止めをかけるために

−ご自身と大切な人、社会活動を守るための行動を−

感染力の強い変異株であっても、3密（密集・密接・密閉）の回避
やマスクの着用、手洗いなど、基本的な感染対策が有効です。
また、冬場は特に換気と加湿を意識的に行い、感染予防を徹底
しましょう。

感染リスクが高まる場面を意識し、
特に会話の際のマスクなど基本的な

発熱や風邪などの症状がある場合
かかりつけ医など身近な医療機関に相談を
必ず事前に連絡してから受診しましょう

感染対策を徹底してください。

相談・受診する医療機関が見つからない場合
新型コロナ
受診相談センター

☎ 228-0239

子どもの感染も増えています。
子どもたちを守るため、

℻ 222-9876

大人が率先して感染防止を徹底してください。

（土・日曜日、祝休日も開設）

コロナ関連支援
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
① 令和3年度の住民税均等割が非課税の世帯

支給額

臨時特別給付金に便乗した
詐欺にご注意ください

1世帯あたり10万円

対 象と手 続き

② 住民税非課税相当(※)の収入となった家計急変世帯

確認書の返送が必要

※新型コロナの影響で 令和3年1月以降の収 入が減少し、世帯全員が「住民税
均等割が非課税となる水準」に相当する額以下の収入となった世帯。
詳しくは市ホームページか下記コールセンターでご確認ください。

次の方に順次確認書を送付しますので
必要事項を記入し返送してください。

申請が必要

申請書の入手方法

▷世帯全員が令和3年1月1日以前から市内在住
→１月31日から順次送付

市ホームページからダウンロード

▷世帯に令和3年1月2日〜12月10日に転入した方がいる
→2月末頃までに送付

臨時特別給付金
堺市特設ページ

区役所の手続き支援窓口で入手
下記の区役所手続き
支援窓口でお尋ねください

確 認書・申請書の受け付け（郵 送に限る）は２月1日から開始します
確 認書による受け付けは振り込 みまで1カ月程 度の時間を要する場 合 があります。
申請 書による受け付けは振り込 みまで2カ月程 度の時間を要する場 合 があります。

堺市臨時特別給付金コールセンター

0120-357-270

℻275-9248

月〜金曜日9:00〜17:30（祝休日を除く）
※℻は2月1日から受け付け

DV被害者の方へ

親族からの暴力などにより避難し、堺市に住
民票がない方でも、要件に該当すれば、申し出
により堺市(居住地)で申請できます。
申請方法など、詳しくは福祉臨時特別給付金
室（☎248-0465 ℻340-3157）へお問い合
わせください。

子育て世帯への
臨時特別給付金

14ページ

区役所手続き支援窓口

Q. 私は課税されていますが、家族が非課税なら
支給されますか。

月〜金曜日（祝休日を除く）
A. ①は世帯全 員の 住民税 均等割が 非課税の場 合のみ対
9:00〜17:30
象となります。世帯内に課税されている方がいる場合は
日時
※1月31日から開設
支給対象にはなりません。なお、②に該当する場合は対
象になります。
（ ① ②ともに課税されている方の扶養 親
▷申請書の配布
族のみで構成されている場合を除く）
▷制度案内
Q. 令和3年中に堺市に転入しましたが、
▷確認書・申請書の作成補助
堺市で支給対象となりますか。
▷添付書類の説明
令和3年12月10日時点で堺市に住民登録されていれ
A. ①は、
※確認書・申請書の受け付けは行い
ば、堺市で対象となります。②に該当する場合は、
申請日時
ません。
点で堺市に住民登録されていれば、
堺市で対象となります。
開設

低所得の子育て世帯への
子育て世帯生活支援特別給付金

今年に入り、新型コロナウイルスの感染が過去にない急激なスピー
ドで拡大しています。
堺市では更なる増加にも対応できる保健所体制を構築し、もし感染
しても安心して過ごせるように医療機関の皆様と連携して医療体制の
強化に取り組んでいます。また、ワクチンの追加（3回目）接種は、希望
する方が1日でも早く接種できるように、65歳以上の方の接種を市独
自で前倒しして1月から開始しました。2月からは各区での集団接種会
場の開設や「ワクチン接種バス」の運 用を始めます。皆様の命と健 康
を守るために全力で臨んでいますので、マスクの適切な着用（特に会
話時）や手洗い、手指の消毒などの基本的な感染対策の行動を引き続
き徹底してください。

14ページ

事業者への
事業復活支援金

18ページ

今月号は4月に美原区に開設する「堺市総合防災センター」を特集して
います。消防士の訓練施設や支援物資の備蓄倉庫を備え、災害時には南
大阪の防災拠点となります。また、
リアルな体験を通して防災を学ぶこと
ができる施設も備えています。
近頃は国内で震度5以上の地震が多く確認
され、南海トラフ巨大地震をはじめとする大規模災害
がいつ発生するとも限りません。防災意識を高めて災
害に備えられるよう、
ぜひセンターをご活用ください。
そして、12・13面では65歳以上の皆様の元気と
健 康を応援する「堺サンドイッチキャンパス」を紹
介しています。健康で長生きしていただける堺であ
るために取組を進めます。

4

5

災害から命を守る施設 〜学び・訓練し・備える〜

あなたとあなたの大切な人を守るために

堺市総合防災センター誕生！

美原区阿弥129番地4

ランドオープン！
グ
5
1
/
4

美原区に完成します。 いつ起こるか分からない大規模災害発生時には、堺市域の防災拠
点にもなる西日本有数の命を守るための施設です。

道
動車
自
阪和

◎営

業

美原区役所

9時〜17時15分

35

◎休館日 月曜日
（祝休日の場合翌日）、
第3火曜日、12月29日〜1月3日

防災センターの主な3つの機能って？

機能

1

一般の方が実体験で災害を自分ごととして学べる施設の他、消
防職団員の訓練施設、支援物資の配送拠点の機能を備えていま
す

（約1時間30分)
リアルを学ぶ「真・体験コース」

「真・体験」の“真”の文字には、
「真に必要な知識・技術を習得してほしい」
という意味が込められています。

さまざまな体験や映像・パネル展示を通じて、堺で予想される地震や津波など、いつ起こるか分からない災害の実態を紹介しています。

まずは映像で学習

煙・暗闇避難体験

もしも災害が起こったら?

煙に包まれてしまった！
怖い煙の注意点は？

阪神・淡路大震災では、死者数の8割以上が
倒壊した建物や家具による圧死でした。
また、

火災で発生した黒く濃い煙は一息吸っただけで意識を失う

倒壊家屋から救助された方のほとんどは、家

こともあります。避難では煙を吸わないようハンカチや手で

族や近隣住民によるものでした。過去の災

口をふさぎます。暗闇では壁を伝いながら誘導灯をめざして

害を教訓に対策方法を学びます。

船戸下バス停

黒山警察署

堺市総合防災センター

※臨時休館あり

◎入館料

309
美原消防署

子どもから大人まで楽しく学び、災害にしっかり備える、堺市初の体験型防災学習施設が

美原南IC

※無料駐車場完備

（一般車両45台、大型バスも駐車可）

無料（体験コースは予約優先、1人から参加可）

※3月31日までの窓口は、消防局総務課防災センター開設準備担当
☎238-6002（9時〜17時30分／土・日曜日、祝休日は休み）

舟渡池

舟渡池公園

※撮影時のみマスクを外しています

体験してみて

屋外で使う
場合は
風上から
狙おう！

消火体験

最大1.5ｍの火柱！
自分で消火できる？

リアルな体験をとおして
防災の大切さを実感！
煙の体験が衝撃でした。低姿勢
で進みましたが、体験用に付け
られた煙の甘いにおいがして逃
げ遅れたんだなと…。地震体験

消火器での消火活動を実際の炎で行います。

では、事前にできることがたく

使い方は、①黄色のピンを抜く②ホースの先

さんあると知り、今から備えな

端を持って構える③レバーを握って放射の3ス

ければと痛感しました。

テップ。熱くない場所から炎ではなく、燃えて
いるものを狙い、ほうきで掃くように消火する
のがコツです。

進みます。

られ
立って

つか ま ら な

地震体験

いと
ない！

突然の震度7！
どうすればいい？

応急救護体験

煙は絶対に
吸わないよう
低くかがんで
逃げよう！

地震に遭遇する映像を見ながら、

防災情報コーナー

意識の無い人やけが人の
救護のポイントは？

クイズ形式で災害を学ぼう

一刻を争う救命には協力が大切！意識が無けれ

キシート」
を解きながら、防災力を身につけます。津波

ば「 1 1 9 番 通 報 」

の恐れのある区域は阪

災害と対策方法を本型の展示パネルで紹介。
「ナゾト

震度7の地震の揺れを体験。地震

「AEDの準備」
「心

和線より東へ逃げれば

対策をした場合としていない場合

肺 蘇 生 」の 役 割 分

安心など、堺ならではの

の被害の差や、
とっさの避難判断

担を。人形を使って

防災対策に必要な知識

体験します。

が詰まっています。119

で変わる運命など、普段からの意

体験者の様子を外から見て、

識と備えの大切さを実感できます。

「真・体験コース」に参加した
井上さんご家族

｢真・体験コース｣
予約受付を開始！
2月から 市内在住、在勤・在学の方
3月から 市外を含む一般の方

施設情報・予約方法は
こちらから

番通報の体験もできます。

避難姿勢を学べる工夫も！

消防局から
堺には
特殊災害に対応する
特別高度救助隊
「フェニックス
いるから安心！

2

消防士が
日本随一の訓練を

倒壊建物での都市型捜索救助など、厳しい状況を想
定した全国トップレベルの訓練を実施。日々の鍛錬

で安全を守ります。

見学もできる！

機能

3

大規模災害時には
支援物資の配送拠点に

子どもが喜ぶ
イベントはあるかしら？

延べ面積約1500㎡の巨大な備蓄倉庫では、大規模

災害発生時、市内の各避難所へ水・食料・毛布などを
配送する拠点となります。

いざという時
大切な命を守るために

消防車の実物展示をはじめ、イベントやプレ
ゼントも。楽しみながら学んでいただけます

大人も子どもも興味を持っても
らえる工夫を随所に設けていま
す。今後体験コースを増やしま

シールで
ラに！
キラキ

レスキュー」が

機能

を
切な命

大
守るぞ！

すので、定期的に訪れて防災対
策を見直してください。知識を
深めることで、
万一の時に
適切な行動
が取れるよう
になります。

他にも体験が充実！
夏休みにはイベントも予定

活躍した消防車を展示
記念撮影もできる！

70ℓのゴミ袋をハサミで切って結ぶだけで完成する、

約15年間市内で活躍していた消防ポンプ自動車を展示。運

レインコート作りに挑戦しました！夏休みなどには、
防災

転席に乗り込むことができます。消防士が着る防火服の子ど

に関する子ども向けのイベントを開催予定です。

もサイズを用意しており、消防車と一緒に撮影できます。

消防局総務課
石山雅浩

消防局総務課
（☎238-6002 ℻223-1979）
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マイナンバーカードはこんな時に便利！今度は最大 2 万円分のポイントがもらえる！
不動産屋さんで、
住みたい部屋が見つかった
さかい不動産
好評分譲中！

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

マイナンバーカードが

マイナンバーカードが

ある時！

ない時！

今から、近くのコンビニで、
とってきます！

マルチコピー機あった！
「行政サービス」を選択して、
カードを読み込んで、
ボタンをピッピッピッと
簡単にとれた！

区役所が閉まっちゃった〜！
明日、仕事遅れて行かないと〜！

次の日

20:00

20:05

区役所に到着〜
請求用紙はこれかな？
これに名前とか住所とか
書かなくちゃダメなのね〜
めんどくさいな

9:00

やっと取れた〜
やっぱり時間かかるな〜
今から不動産屋さんに
行かなくっちゃ

はい、これで
お願いします！
さかい不動産

やった！
今日中に
！
契約ができた

TEL：000-0000-0000

好評分譲中！

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

9:30

20:10

時間かかっちゃった…

すぐに取れた！

マイナンバーカード持っておけばよかったな…

やっぱりマイナンバーカード持っててよかった！

①マイナンバーカードの
新規取得※5,000円分

健康保険証利用は開始してま
す。ポイント付与時期は決定
次第お知らせします

▽ ▽ ▽

堺市マイナンバーカード
月〜土9時30分〜17時30分
堺タカシマヤ
（堺東駅直結）
9階
普及促進センター
木曜日は19時30分まで
ベルマージュ専門店街（堺市駅前）
2月18〜21日10〜16時45分
3階BeRoomⅡ
出張申請受付
フレスポしんかな2階
3月4〜7日 10〜16時45分
アベイル前（新金岡駅前）

マイナンバーカードがあれば
コンビニなどで便利に安く取得できます

住民票の写し、
市民税・府民税(所得・課税)証明書＝150円(現行150円)
印鑑登録証明書＝150円(現行200円)
問 住民票の写しなどは戸籍住民課(☎228-7739 ℻ 228-0371）
市税の証明は税制課(☎228-6994 ℻ 340-2559）

▽ ▽
出張申請
受付

公金受取口座登録やポイント
付与時期は決定次第お知らせ
します

区役所市民課などの窓口とコンビニで交付する証明書の交付手数料
などの一部を改定します。
詳しくは市ホームページ参照
住民票の写しなど＝300円(現行200円)
印鑑登録証明書＝300円(現行250円)
納税証明書、市民税・府民税(所得・課税)証明書、固定資産評価・
公課証明書など＝300円(現行200円)

☎072-600-0181
本人確認書類2点(運転免許証と健康保険証など)と
通知カード (ない場合は写真付き本人確認書類)が必要

カードが届いたら次はマイナポイントの予
約と申込を。お困りの方には、表の会場の他、
２月１日からは各区役所に設置する窓口で
も予約・申込支援を行います。

③公金受取口座の
登録 7,500円分

5月1日から証明書の交付手数料などの一部を改定

マイナンバーカードの申請にご利用ください
約
物

②健康保険証としての
利用申込 7,500円分

※カードをすでに取得した方
のうち、マイナポイント第1弾
の未申込者含む

「マイナポイント予約・申込」
→
（総務省）

◎予
◎持

問 堺市マイナンバーカード
普及促進センター
(☎072-600-0181
℻ 275-5766）

賃貸契約には
「住民票」の
提出が必要です

TEL：000-0000-0000

0000

えっ！
住民票？

普及促進
センター

こ
( んどう ゆい

虐待をなくすために私たちにできること

優衣

大泉中学校３年

近藤

私は︑ニュースを見ていて﹁虐待﹂とい

う言葉を時々耳にします︒

ニュースでは︑冬にお風呂で水をかけら

れ放置されて亡くなってしまった子︑暴力

を受け︑ご飯も与えられず最後は敗血症で

亡くなってしまった子など︑沢山の話を聞

きました︒

私はニュースを聞いて︑このような人権

を侵害する行為は︑相手の未来を奪う︑絶

)

対 に あ っ て は な ら な い こ と だ と思 い ま す︒

そ こ で︑な ぜ 虐 待 が お こ っ て し ま う の か︑

どう したら虐待がなくなるのか 調べて考 え

てみました︒

虐待が起こるのは︑経済的な問題︑親子

間の不仲など様々な原因があり︑なかには

親自 身が虐待をやめたいと思っ てもやめ ら

れず悩んでいる人もいるそうです︒なので︑

虐待 をしている親一人 がやめよ うと思っ て

やめられることではないと思います︒それ

に虐待をやめようと思わない︑虐待の自覚

がない親もいます︒そのため︑私たち周囲

の人間が小さな異変でも放っておかず︑手

を差 しのべることで虐 待は劇的 に減ると思

います︒また︑同時に虐待をやめたいと思っ

て も や めら れ な い 親 の 助 け に も な りま す︒

そし て親にも 何か辛い経験が あったの かも

しれないので︑せめるだけでなく寄り添う

ことも大切だと思いました︒

私がいつか母親になったとき︑子どもの

意見 を尊重し子どもや周囲の人 間に寄り 添

える︑そんな人間で在りたいと思いました︒

そして︑一人一人が意識をもつことで︑虐

待で 苦しむ子どもや親 はいなく なると思 い

ます︒
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堺Ｗ-1 グランプリ 〜地元で愛される堺の和菓子〜

2,000円

▲

※新型コロナウイルスの感染状況により、
中止する場合があります。

予約制

さかい利晶の杜
（堺区宿院町西2丁1-1）で
3月6日（日）10〜16時
全参加店舗の和菓子を販売(売り切れ次第終了)
下記の参加店舗で、
3月6〜13日に当該店舗の
和菓子を販売
3月6〜13日の間に下記の投票方法で

▲

地元で愛され続けている店舗の和菓子が大集合。 ◎販売
お気に入りを見つけて投票しませんか。
問 さかい利晶の杜 (☎260-4386 ℻ 260-4725)

◎投票

イベントの詳細や予約方法などはこちら

→

※感染予防のため、購入した和菓子は持ち帰りのうえ
お召し上がりください。
※来場の際は、感染対策を徹底のうえお越しください。

・限定50個
・11種類の和菓子と茶
筅
（せん）
振り体験の
チケットがセット
・2月4日より受付開始

12 店舗がエントリー！

式 部庵

咄 (はなす)

投票方法

朝日堂 菓 子 舗

泉州一（桜絵巻）

EH製菓 江久庵

南曜堂

天神餅

チンチン電車
もなか

堺の古

栗の衣

ねぼけ堂

玉子煎餅

開催会場か、投票期間中に参
加店舗で和菓子を購入した方
に、和菓子 1 つにつき投票用
紙を 1 枚配付します。

マンホールカード

チョコバナナや
さかい

利休の堺ごよみ

宝泉菓子舗

アマビエコンペイ

丸市菓子舗

さくらねこ大福

美 乃や

斗々屋茶碗

和風スイートポテト

※ボックスセットには
入ってません

各店舗で購入し、
オンラインで投票すれば
密を避けて
参加できます！

さかい利晶の杜職員

コンペイトウ
プチミュージアム堺

菓 庵さとや

おかよし味 匠 庵

投票用紙の QR コードから投
票用ウェブサイトにアクセ
ス。用紙に記載の投票番号を
入力してください。

あなたのお気に入りの和菓子
に投票！
結果は、3 月 21 日頃にさかい
利晶の杜ホームページで発表。

堺市第 2 弾はミュシャ作品！
第１弾カードは「南蛮船と旧堺燈台」

下水道への理解や関心を深めてもらうため、マンホールカードを配布しています。
問 上下水道局お客様センター （☎0570-02ｰ1132 ℻252-4132）

第１弾のカードは、さかい利晶の杜で配布中
（イベントや開館時間などは
21 ページ参照）
。

ここでもらえる！
第 2 弾のカードは 12 種類の星座がモチーフと
なったミュシャの人気作品「黄道十二宮」
◎配布
◎場所

1 人 1 枚限り
市役所高層館 21 階
※新型コロナウイルスの感染状況により、
観光推進課（土・日曜日、祝日は除く）
に変更する場合があります。
問 か上下水道局ホームページ
（QRコード）でご確認くだ
さい。

堺東商店街で探してみよう！ 堺の歴史・文化を感じられるデザイン
マンホールを設置しています。

さまざまな時代に描かれた
堺のまちの 9 種類

堺市制100周年を記念して、南蛮
船と旧堺燈台をデザインしたマン
ホール【画像】がカードに

①快適に

水洗トイレが使え、生活
排水を流すことができます
おむつや生理用品
を流さんといてな

３つの役割

暮らしに大切な下水道
②自然を守る

使った水をきれいに
して水環境を守ります
油や食べ残しを
流さんといてな

③安全に

まちが浸水しないように雨水
を集めて川や海へ流します
側溝に異物を
流さんといてな

市が所蔵するミュシャ作品
から厳選した 12 種類

▶堺市の推計人口819,965人 (−493)

／

世帯数367,251世帯 (−46) ※令和4年1月1日現在 (前月比 )

詳しくは市ホームページ参照
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堺に広がる SDGs アクション「アートが生み出す子どもの笑顔と創造力」
SDGsとは、地球に住み続けるための世界共通の目標のことです。SDGs未来都市として国から選定された堺市
では、堺市SDGs未来都市計画を策定し、持続可能な都市経営の実現をめざしています。この目標に取り組む
「さかいSDGs推進プラットフォーム」の会員の企業・団体をシリーズで紹介します。今回は会員同士がつなが
り、共に新たな価値を生み出した取組を紹介します。
問 SDGs推進プラットフォーム専用ダイヤル(☎340-2179)

いづはまスマイル食堂

堺市文化振興財団

芸術をもっと身近に
堺のまちに文化を育てたい

子ども食堂という枠を超えて、
子どもたちに育ちの場を提供し続けたい

堺市文化振興財団は、市民とアーティストをつなぐ「堺市新進アー
ティストバンク」
を運営し、
市内でイベントを開催する方に、
若手アー
ティストを紹介し活躍の場を提供しています。
今回、
インドの伝統的
な染色技法
「ブロックプリント」
を日本に伝えるアーティスト・向井詩
織さんを子ども食堂に派遣。
向井さんはさまざまな押型に染料をつけ
て布を染める
「ブロックプリント」
の体験や、
インドでの暮らしの話を
とおして、
子どもたちに特別な経験の場を提供しました。

いづはまスマイル食堂は、皆で集まって食事をすることが難しいコロナ
禍においても子どもの健やかな育成支援を継続しています。今回、子ど
も食堂という枠を超え、子どもたちが芸術や海外の文化にふれ成長で
きる機会として、堺市文化振興財団と連携しワークショップを開催。子
どもたちは色とりどりの染布を作ったあと、お互いの作品をじっくりと
見合って、感じたことを伝えあいました。また、向井さんのお話に興味
津々でたくさんの質問が飛び交い、
堺に新しい文化の花が開きました。

子どもたちのいきいきとした
表情に出会えました！

十人十色な子どもたちの
作品に出会えました！

染色アーティスト・向井 詩織さん

堺 SDGs 川柳 2021

いづはまスマイル食堂の皆さん

入選作品が決まりました

優秀賞

育休を
取ります次は
パパの番

と
( なみ

さかい から
せかい へ発信
ＳＤＧｓ

詠
( み人知らず

こ
( めライス

ツノ折れた
気にせず遊ぶ
三才児

大賞

)

)

)

)

)

)

堺は包丁で有名なまち。
SDGs活動に磨きをかけ
るを包丁の研磨に掛け
て、SDGsと堺市の結びつ
きを表現しました。
普段、食品ロスをなくす
よう、買い過ぎない・作り
過ぎないを意識していま
す。暮らしの中でますま
すSDGsに磨きをかけて
いきます！

包丁も
ＳＤＧｓも
磨きかけ

受賞コメント

だ
( いちゃんＺ

学生賞

エネルギー
全て有限
大切に

泉
( 北ＳＤＧｓ７番

ハ
( ッピー・ターン

出る前に
いれたかかくにん
マイすいとう

プラットフォーム会員の第一生命と共催した「堺 SDGs 川柳 2021」の入選作品を発表します。
計 981 句のご応募ありがとうございました。

未来のために生物多様性を学ぼう！堺いきもの情報館にキッズページがオープン！
ウェブサイト
「堺いきもの情報館」
は、
見やすいページにリニューアルし、
子ども向けペー
ジを開設しました。
豊かな自然を未来に残すために何ができるか考えてみませんか。
問 環境共生課(☎228-7440 ℻ 228-7317)

堺市のいきもの
市内のどこにどんな生き物が生息して
いるかや、
堺の生態系や生き物を守るた
めに私たちに何ができるかを紹介

なで学ぼう！
みん

堺いきもの
情報館はこちら

やってみよう！学習コンテンツ
キッズページでは自由研究に役立つ
情報や市内で見られるバッタやどん
ぐりの図鑑(ダウンロード可)を紹介

生物多様性ってなに？

読んで楽しむいきもの新聞

私たちのくらしや豊かな未来のため、
生き物のつながりの中に生きる人間
が学ぶべきものです

堺の生き物や生態系についてのコラム
を配信！これからどんどん投稿して
いきます

ひ

心惹かれる 希少種の写真 に

投票しよう!

皆さんの投票により優秀作品を決定
します。受け付けは 2 月 10 日まで。

投票はこちらから
●堺市役所本館1階の特設会場
（2月1日から）
●堺いきもの情報館インス
タグラムの
「いいね」
●堺いきもの情報館ウェブ
サイト

詳しくは
こちら

議会

おでかけ応援制度などを議論

令和3年議会のうごき

第4回市議会（定例会）

令和3年第4回市議会（定例会）は、令和3年11月29日〜4年1月13日の46日間開かれ、市長から提出された議案29件と議員提出議案
5件を、それぞれ可決しました。 問 調査法制課(☎228-7813 ℻228-7881）

おでかけ応援制度
おでかけ応援制度は、高齢者
の外出支援、公共交通の利用促
進を目的に、65歳以上の市民が
市内路線バスなどを1乗車100円
で利用できる制度です。
今期定例会では、昨今の高齢
者を取り巻く環境の変化などを
踏まえ、対象年齢を70歳以上に
見直すものであり、経過措置とし
て令和4年度から令和12年度ま
での間において、
制度適用年齢を
2年ごとに1歳ずつ段階的に引き
上げる条例案が提案されました。
市長からは「市長就任後にさま
ざまな事業の見直しを断行してき
たが、
それでもまだ危機的な財政
状況である。おでかけ応援制度
の対象年齢を時代の変化や社会
情勢に合った形で見直すことで、
財政状況の改善と同時に、
制度を

存続させることを決断した」との
発言がありました。
これに対し議 員からは「高齢
者の 健 康 増進や 健 康寿命延 伸
のためには、できるだけ早い段階
から取り組む必要があり、財政上
の課題の一面だけを捉えるべき
ではない」
「 市長も制度のさらな
る拡充を考えていたと思うが、危
機的な財政状況を立て直してい
くうえで、あらゆる事業の見直し
を行い、制度を継続していくため
には、やむを得ず 対象年齢を見
直すことを決断されたと考える」
「事業の取捨選択をせざるを得
ないときに、エビデンス（根拠）も
大事だが、市民の思いに寄り添う
という面も大 切にしなければな
らない」などの意見があり、審議
の結果、本条例案は建設委員会
と本会議において起立少数で否
決されました。

長期欠席議員の報酬支給停止

令和3年第4回定例会 主な議案に対する会派等の賛否一覧
○：賛成、
×：賛成でない、
△：会派内で賛否不一致

決
結
果

▼

▽
▽▽

議

会 派 に 属 さ な い 議 員

日本共産党堺市議会議員団

会

2月24日(木)
各常任委員会
予算審査特別委員会
(意見陳述許可・不許可の決定)
終了後

志

月 日
議決分

2月21日(月)10時から
22日(火)10時から
24日(木)10時から

○

○

○

可決

○

○

○

○

○

○

可決

○

○

○

○

○

○

可決

○

○

○

○

○

○

可決

○

○

○

○

○

可決

※1

議員提出議案
[第35号]堺市議会議員の議員報酬等に関する
条例の一部を改正する条例
[第99号] 堺市立青少年センター等の設置及び
管理に関する条例の一部を改正する条例/
[第115号]令和3年度堺市水道事業会計補正予算
（第2号）
[第119号] 堺市立日高少年自然の家条例を
廃止する条例
[第120号] 堺市おでかけ応援利用者証条例の
一部を改正する条例

2月24日(木)本会議終了後

1

本会議（大綱質疑）

創

21

予算審査特別委員会

堺

2月15日(火)10時から

○

※1

市長提出議案

日議決分

議会運営委員会

○

市長提出議案
[第123号]令和3年度堺市一般会計補正予算
（第5号）

月

2月14日(月)10時から

日議決分

本会議（提案理由説明）

8

○

議員提出議案
[第34号]堺市議会議員の議員報酬等に関する
条例の一部を改正する条例

12

議会運営委員会
2月22日(火)本会議終了後
(意見陳述許可・不許可の決定)

自 由 民 主 党・市 民 ク ラ ブ

月

2月9日(水)10時から

[第117号]堺市職員の給与に関する条例等の
一部を改正する条例

29

日議決分

議会運営委員会

市長提出議案

11

月

定例会

団

（18）（11） （8） （5） （5） （1）
◆

12

最新の会議日程や生中継・録画中
議会の日程
継・傍聴できる会 議については、
市ホームページ参照。また、本会議の生中継は、区役所のロビーなどのテ
レビでもご覧になれます。 問 議事課（☎228-7812 ℻ 228-7881）

議

全 会一致
文 書通信交通滞在費及び立法事務費に関する制度見直しを求
める意見書
G7財務閣僚会議等の大阪、堺市への誘致開催を求める意見書
北 朝鮮による日本人拉致問題に対する理解を深めるための取
組を推進するための決議

市

今議会では、次の決議・意見書を可決しました。

堺

議案名等
]内は議案番号

[

党

決議・意見書

明

会派名等
（所属議員数）

公

委員会などを全て欠席したとき
には、当該定例会の閉会日の翌
月以 降 の 議 員報 酬を支 給しな
いこと 、また 、議 員報 酬 が 支 給
されなかった月数に応じて、期
末手当の減額を行うことを目的
とするものです。
本件は、同日の本会議におい
て、全会一致で可決されました。

委員会を開催し、当該 施設の指
定管理者を参 考人として招致し
今期定例会では、東日本大震 て意見を聴くなど、本条 例案を
災以降、利用者が減少している 審査しました。
こと、施設の老朽化に伴い維持
委員からは「堺市における教
管理に係る費用が増加している 育の 歴 史 が 深く刻まれ た市民
ことなどを理由に、和歌山県に の貴重な財産を、調査及び取組
設 置している「堺市立日高少年 不十分な状態で廃止してはなら
自然の家」を廃止するための条
ない 」
「 当 施 設 の 存 廃 に関して
例案が提案されました。
は、子どもの育成にとってどうか
12月15日の健 康福祉委員会 という視 点 で 議 論 すべ きであ
では、
「 当局の本 議 案に関する り、財政を判断基 準にすべきで
説明は不十 分であり、廃止に至 はない 」などの意 見 があり 、本
る準備があまりにもできていな 条 例 案を 起 立 少 数 で 否 決しま
いように見えたことから 、当局 した。
でもう少し議論してもらうため、
しかし 、1月13日の本会 議で
あるいは 議 会 の 議 論 を深 化さ は 、議 員から「 厳しい財政 状 況
せるため」に閉会中の継続審査 の 中 で 、市 民 の 利 用 者 が 減 少
とすべきとの動 議 が 提出され、 し、市外 の方が多く利用してい
起立多数で可決しました。
る施 設に 本 市が 財 政 支 出をし
しかし、12月21日の本会議で 続ける余 裕はないうえ、青少年
は、本条例案を閉会中の継続審 の 健 全 育 成 を 図るためにこの
査とすることを起立少数で否決 施設を継続しなくても代替施設
し、委員会での審 査を令 和4 年 で確保できるなど、影響は限定
1月12日までに終えるよう期限 的 である 」などの 意 見 が あり 、
を付す決定をしました。
本 条 例 案を 起 立多 数 で可決し
このため、1月11日に健康福祉
ました。

大阪維新の会堺市議会議員団

12月8日の本会 議において、
堺市 議 会 議 員の議 員報 酬 等に
関する条例の一部を改正する条
例案が、議員提出議 案により提
案されました。
本条 例案は、出産など特定の
事由による場合を除き、議 員が
一つの定例会の開会日から閉会
日までの間に開かれる本会議・

堺市立日高少年自然の家

○

※2

閉会中の継続審査とすることに

×
○

否決

×

○

○

○

○

×

×

×

×

×

否決

×

×

×

×

可決

※2
※2

市長提出議案

13 [第119号] 堺市立日高少年自然の家条例を
廃止する条例

○

※1

○

※3

会派に属さない議員…長谷川俊英議員
◆議長は、地方自治法第116条第2項の規定により議決に加わらない。
(※1)龍田美栄議員は欠席。(※2)宮本恵子議員は欠席。(※3)山口典子議員は欠席。

市 民 税・府 民 税 の 申 告 を お 忘 れ な く
申告が必要な方

市民税・府民税の
詳しい制度はこちら

令和4年1月1日現 在 、堺 市に住 所があり、令 和 3年中に所得があった方

所得が公的年金などだけで、令 和3年中の収 入が4 0 0万円以下の方のうち、源 泉徴収税額がある方で、医療 費控除や
扶養控除、社会保険料控除などの控除を追 加し所得税の還付を受ける方は、税務署で確定申告をしてください。

税務署で所得税の確定申告をする方

申告が不要な方

所得が給与のみで、勤務先から堺市に給与支払報告書が提出されている方
所得が公的年金等のみで、令和3年中の収入が155万円以下の方
(昭和32年1月2日以降生まれの方は105万円以下)

確定申告をしない場合でも、市民税・府民税の算定において医療費控除や「公的年金等の源泉徴収票」に記載されていない
扶養控除・社会保険料控除などの適用を希望する場合は、市民税・府民税の申告が必要です。

令和3年中に所得がなかった方でも、国民健康保険料・介護保険料、認定こども園利用料などの算定に必要な場合や、
就学援助、公営住宅入居などの申請で所得・課税証明書などが必要な場合は、市民税・府民税の申告をしてください。

市民税課職員

申告の方法
3月15日まで

期間
提出書類

郵送で提出

□
□
□
□
□

市民税・府民税申告書
収入がわかる書類（給与所得者、年金所得者は源泉徴収票などの写し可）
社会保険料（各種健康保険料、国民年金保険料、介護保険料など）の納付証明書
生命保険料、地震保険料などの控除 証明書
その他、所得や控除が証明できる資料

簡単で便利！
郵送申告が
オススメ！

収入と控除のわかる書類を同封すれば、市民税・府民税申告書の
■収入・所得金額 ■所得から差し引かれる金額の記入を省略することができます。

申告書の入手方法

市民税課職員

「申告書作成システム」
で作成・印刷

電話・FAXで申告書を取り寄せる
☎0570-001-731 ℻251-5632
（2月4日までに届かない場合）

申告書を
ダウンロード

市から申告書を送付する場合でも、複写式の控の用紙は同封していません。
受付印を押印した申告書の写しが必要な場合は、申告書を郵送する際に記入済の申告書の写し（コピー）と
返信用封筒（住所・氏名を記載し、所定の金額の切手を貼ったもの）を同封してください。

混雑予測

来庁による提出

期間

2 月 16 日〜 3 月 15 日 9 〜 17 時 15 分（土日、祝日除く）

提出書類

郵送で提出する場合と同じ

申告会場

市役所、中・東・西・南・北・美原区役所
月

火

水

木

金

申告期間の初め（2月16〜
18日）は、大変混雑します！
3密回避・混雑緩和に
ご協力をお願いします。

9：00〜12：00

12：00〜15：00

※税務署の確定申告会場ではありません
※来庁には公共交通機関をご利用ください

15：00〜17：15

（ナビダイヤルが利用できない場合の問い合わせ先）
堺 区 ・ 西区担当
☎231-9751
中区 ・ 南区担当
☎231-9752
北区 ・ 東 区 ・ 美 原区担当 ☎231-9753

市民税課
☎ 0570 - 0 01-731（ ナビダイヤル ）
℻ 251- 5632

令和3年分確定申告 所得税・消費税申告書作成会場のご案内
堺税務署
（☎238-5551）

場所

開設日程

堺地方合同
庁舎9階

①2月3〜15日
②2月16日〜3月15日

備考

相談の受付は16時までです
混 雑 状 況 により早 めに相 談 受 付を終了
する場合があります

申告相談会場は大変混雑し
ます。確定申告は、
スマホを
使ってご自宅から！

※ ①の期間は、税理士による申告相談を行ってい
ます
（土地･建物･株式等の譲渡所得、贈与税、相
続税の相談は行っていません）
。
※ 専用の駐車場はありません。

不 安 や 悩 み を抱 える女 性 の 皆さんへ

そのお悩み
相談してください

「相談に行くのが恥ずかしい…」
「 周りの人には話しにくい…」
「 外に出づらくて、相談に行けない…」
そんな不安や悩みを抱える女性に寄り添うため、女性サポート相談堺事務所では、どんなお話も
お聞きしています。
声に出さなくても相談できるLINE相談やメール相談もありますので、気軽に連絡してください。
堺市女性サポート相談堺事務所

利 用 者 の 声

堺区新町2-4 小山電ビル2階

仕 事の悩みがあった
けど、相談して少し前
向きになれた

気軽に相談でき、気持
ちがスッキリしました

☎ 221-8518

生活やお金、
仕事、
家族・人間関係、
こころ・からだのこと、
など
女性の方のお悩みについて

SNS（LINE）相談
メール相談

LINEはこちら

随時受付
3日以内に返信します

メールはこちら

事前にご予約ください
☎ 221-8518

面接相談

木曜日 10〜15時
随時受付
ご自宅などにお伺いします

訪問相談

今月の相談

無料

祝休日は休み
（ 無休 以外）
電話相談可

月〜金 9：00〜17：00
消費生活センター ☎221‑7146 ℻221‑2796

消費生活相談

ＤＶ電話相談

無休

月〜金（祝休日除く）9：00〜17：30 配偶者暴力
相談支援センター専用ダイヤル ☎228‑3943
上記以外の時間夜間・休日ＤＶ電話相談
専用ダイヤル ☎280‑2526

こころの電話相談

月〜金 9：00〜12：00 12：45〜17：00
こころの健康センター ☎243‑5500 ℻241‑0005

40歳以上の方のひきこもり相談

月〜金 10：00〜12：00
こころの健康センター ☎241‑0880 ℻241‑0005

49歳以下のひきこもり・不登校・ニート
・非行・就労サポート相談

月〜金 9：00〜17：30 ユースサポート
センター ☎248‑2518 ℻248‑0723

発達障害相談

月〜金・第２土（初回者）9：00〜17：30 発達障害
者支援センター ☎275‑8506 ℻275‑8507

自死遺族の方の相談

要予約

人権相談（ＬＧＢＴなど多様な性の相談を
含む）
面接は要予約

月〜金 9：00〜12：00 13：00〜16：30
人権相談ダイヤル ☎228‑7364 ℻228‑8070
火〜日（11・23日を除く）9：00〜17：15 男女共同
参画センター相談専用ダイヤル ☎℻224‑8888

火 10：00〜13：00
14：00〜16：00
男女共同参画
要予約 （1・15日は18：00〜20：00も）
交流の広場
/4・12・18日 17：00〜20：00
☎236‑8266
第1・3木 18：00〜21：00 ℻236‑8277
要予約
／第4土 14：00〜17：00

総合生活相談
人権ふれあいセンター 人権相談
の相談
無料弁護士相談

２週間前から要予約

火〜日（11・23日も実施）
9：00〜17：30
8・26日、3月8日
13：00〜15：00

相談窓口
☎245‑2530
℻245‑2535

堺市社会福祉協議会
日常生活自立支援
の相談
貸付相談

2〜10日に要予約

先着3組

司法書士による
休日・夜間相談 要予約

月〜金 9：00〜17：30
福祉資金係 ☎222‑7666
月〜金 9：00〜17：30／土 10：00〜17：00
市民活動コーナー ☎228‑8348 ℻228‑8352

ＮＰＯ相談
住宅専門家相談

月〜金 9：00〜17：30
自立支援係 ☎232‑7771

宅地建物取引士（活用）
マンション管理士（管理）16日 13：30〜16：15
司法書士（相続）
弁護士（法律）

17日 13：30〜16：15

住宅まちづくり課
☎228‑8215
℻228‑8034

5・26日 13：00〜16：00 16日 18：00〜21：00
大阪司法書士会堺支部 ☎080‑6284‑1874（10〜16時）

区役所の相談 ・法律相談などは区版2ページ

相談窓口

子育て相談

区役所の相談

子 12歳以下の子育て・発達相談
育
て 助産師による
21日までに要予約
・ 不妊症・不育症相談
教
弁護士法律相談
育

24時間

専用電話

☎270‑5561

月〜金 10：00〜15：00
認定こども園・保育所（園）
月〜金 10：00〜17：00
さかいっこひろば ☎275‑7601 ℻275‑7609

24日 13：00〜16：00
場所 市役所
保健センター（☎℻区版1ページ）
母子家庭等
4・9・17日
就業・自立
前日までに要予約
14：00〜16：30
ひとり親家庭の父母
支援センター
や寡婦のための相談 ＦＰ家計相談
6・10・14・20日
☎224‑7766
前日までに要予約 （相談時間は日によって異なる）℻224‑7773
月〜金 9：00〜17：30 子ども相談所
☎245‑9197 ℻241‑0088

里親相談

外国人のための
窓口・電話相談
[ ]は窓口のみ

日本 語 、英 語 、中 国
語、韓国・朝鮮語、ポ
ルトガル 語 、スペイ 月〜金
ン語、ベトナム語、タ 10：00〜12：00
イ語、[ タガログ語、 13：00〜16：00
インドネシア語 、ネ
パール語]

行政書士による帰化・入管相談
15日12:00まで（通訳は2日まで）に要予約

多文化交流
プラザ・さかい
☎228‑7499
℻340‑1091

16日 14：00〜17：00 多文化交流プラザ・さかい
☎228‑7499 ℻340‑1091
生活援護
管理課
☎228‑7412
℻228‑7853

いずれも 13：30〜16：00
新金岡市民センター1階
中国帰国者の相談室 第2火
第2木
南区役所総務課
第1・3金 泉ヶ丘市民センター1階

解雇・賃金未払い
トラブル
区役所の相談

労働相談

社会保険労務士に
よる相談
サンスクエア堺での健康相談

労働

ボランティア 高齢者・月〜金 9：00〜17：30 堺市社会福祉
障害者の生活
協議会区事務所（☎℻区1ページ）

女性サポート相談
担当者

教育・いじめの相談子ども電話教育相談
「こころホーン」
無休

外国人の方へ

犯罪被害者等支援総合相談

生 男女共同参画センター相談
活（女性差別・DV・子育てなど多様な相談）
・
人
権 カウンセラーによる

堺市

月〜金 9：00〜17：30
こころの健康センター ☎245‑9192 ℻241‑0005
月〜金 9：00〜17：30
市民協働課 ☎228‑7405 ℻228‑0371

カウンセラーによる
男性悩み相談

頼って
もらえると
嬉しいです

火曜日 13〜17時
日曜日 10〜14時

電話相談

女性悩み相談

どんなことでもお聞かせください!

水・土曜日 9時30分〜13時30分
金曜日 12〜16時

就労相談（求人情報の提供・就職活動の
サポート・職業適性診断）
区役所の相談

オンライン相談可

雇用推進課
☎228‑7404 ℻228‑8816
月〜金
10：30〜17：00 サンスクエア堺

雇用推進課へ要予約

12日 13：00〜18：00 サンスクエア堺
要予約 予約専用電話 堺労務事務所 ☎223‑8033
2月は中止 堺市医師会事務局
☎221‑2330 ℻223‑9609
月〜金 9：00〜17：15 ジョブシップさかい
0120‑010908 ℻244‑3771
火 13：00〜16：00 サンスクエア堺
☎222‑3561 ℻222‑8522（職業適性診断除く）

火〜土 10：00〜19：00
15〜39歳の方と女性の就労相談
さかいJOB
さかいJOBステーション①②③ ステーション
①個別相談（予約優先）
②オンライン就職相談（要予約）
0120‑245108
月〜金 9：00〜17：00
③堺ハローワークコーナー（職業紹介）JOBステーション南サテライト① ℻238‑4605
生活にお困りの方の
生活・仕事相談
行政書士による
休日相談

要予約

区役所の相談

月〜金 9：00〜17：30
すてっぷ・堺 ☎225‑5659

℻222‑0202

19日 13：30〜16：00 堺市産業振興センター
大阪府行政書士会堺支部 ☎234-3999 ℻247‑8109
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「まだまだ元気」だからこそ、これからも元気でいられるように新しいことをはじめてみませんか。
新しくスポーツを始めたり、すこし凝った料理に挑戦してみたり、
仲のいい友達と初めての場所に出かけてみたり、なんていうのもいいかもしれません。
元気に暮らすために大切なことは、あるく・しゃべる・たべる「あ・し・た」です。
市は、65 歳以上の大人の皆さんの「あ・し・た」を応援します。
問 長寿支援課 (☎228-8347

℻ 228-8918)

人付き合いが面倒で、気分が乗らなかったけれど

何か始めたいけれど、どうしたらいいか分からない。そんな方のために、
「あ・し・た」をはさ
みこんだ、具だくさんの約6カ月の学びのプログラムを実施しています。新たな学びを得な
がら人とつながっていくことが、
からだとこころの健康を支えます。

誰かの美味しい笑顔のために、素材からパン作りに向き合う男性
対象の教室です。生地の水分量や指先の使い方など、専門的な知
識・技術を習得します。家族のためにパンを焼いたり、パン屋さん
を巡ったりと充実した休日を送っているという参加者の声も。

思い切って参加してみたら気の合う仲間に出会えた。
（参加者の声）

お好きなとき

堺ま
ちなか

に自

由に

歩く

ウォーキング

コーヒーの世界をどんどん深め、自分にとっての一杯を追求。豆の原産地や品種などの知識
の他、基本のハンドドリップなどの技術を習得します。抽出方法による味の違いや自分好み
の味を見つけ、自由に再現できるようトレーニングを行います。

前半 2 月 22 日〜 3 月 21 日

後半 ３月 22 日〜４月 25 日

楽しみながら、健康に。堺の観光スポットを歩いて巡りませんか。
身近な堺の魅力とご自身の健康を見直しましょう。
元宝塚歌劇団の講師による楽しいレッスン。男女問わずメンバー
みんなで、
歌とダンスによる感動の舞台をつくります。
色々なコーヒーを味比べ

味の要素を書き出して
自分のストライクゾーンを発見

その１
期間中に受付の大仙公園観光案
内所でスタンプシートを手に入
れてください。

その２

その３

期間中に受付でスタンプ押印後、スタン
プシートに記載のおすすめコースを巡っ
てみてください。ゴールはありませんの
で、体調や体力に合わせて、お好きなとこ
ろで終了してください。

市内在住の65歳以上の方には1回参加で
トートバッグ、3回参加で大仙公園内の茶
室「伸庵」のお茶券を一杯分プレゼント！
5回参加で、豪華な景品が当たる抽選会に
どなたでも参加できます。

コース上にはさかい利晶の杜や日本庭園など、
立ち寄って楽しめるスポットが全7カ所

3回参加してお茶で一服しませんか。
抽選会ではホテル宿泊券やお食事券が当たります

自分の特技が、
一つ増えました。
（参加者の声）
器具により抽出方法を変えて違いを確認

教室後は自主的に地域で活躍

新たな「あ・し・た」を広げています

コロナ禍で大変な時期
だからこそ、つながりが嬉しい。
（参加者の声）

教室のプログラム修了後は、有志のメンバーで集まり、地域の皆さんにこだわりの
コーヒーを振るまう催しを企画・開催。プログラムで身に着けた技術で、地域に笑顔を
広げています。

バレエ・ストレッチや写真撮影(この紙面の掲載写真のいくつかは
写真撮影プログラムの参加者が撮影しました)など、さまざまな教
室を開催中（参加費用が必要）。詳しくは市ホームペー
ジ(QRコード)をご覧いただくか、堺サンドイッチキャ
ンパス事務局へお問い合わせください。

申し込み・お問い合わせはこちら

堺サンドイッチキャンパス

事務局 ☎0798‐78‐2753

スタンプシートには、
1.5kmと2.8kmの
おすすめコースを掲載

ご存じですか？元気の秘訣は楽しむこと
年齢を重ねるにつれ心身の活力に低下がみられる状態
を
「フレイル」
と呼びます。
「体重減少」
「疲労感」
「握力の低下」
「歩行速度の低下」
「身
体活動量の低下」のうち、3つ以上当てはまればフレイル
です。
体を動かす機会や外に出て人と接する機会が減ってし
まうと、日常生活が不活発になり、さまざまな健康問題
を生じやすい状態(フレイル)になります。
健康で元気に過ごすには、くらしの中で「あるく」(身体
活動）
「しゃべる」
、
（社会参加）
「たべる」
、
（食生活）
を楽し

むこと。フレイルを予防するため、日々何気なく行って
いる活動を目一杯楽しむことが大切です。
市では、
「 あ・し・た」プロジェクトとして、フレイル予防
のためのさまざまな企画を実施しています。

フレイル予防
については
こちら
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申込方法など詳しくは、
ご案内する HP (ホームページ)でご覧になるか、 (問合せ先)へお問い合わせください。
ご来場の際は、感染対策を徹底のうえお越しください。

▼
▼

FAX228-8341）

申し込みは2月10日まで
親子の遊びと学び応援パスポート
児童と保護者1人が5施設を1回ずつ
無料で利用できる（2月28日まで）
パスポートをお届けしています。
対象 市内在住でパスポートの受け取
りがお済みでない次の方
堺市立以
外の小学校に在学中の児童
令和3
年11月以降転入の3歳以上の未就学児
申込 2月10日までに
市電子申請システム
(QRコード)で
子ども企画課
(☎228-7104

FAX228-7106)

市立堺高校入試 説明会と出願受付
■入試個別説明会
日時 2月19日（土）9〜12時
場所 同校(堺区向陵東町1丁10－1)
■一般入試出願
受付 3月2～4日
詳しくは同校 (QRコー
ド)参照
学科
サイエンス創造科

募集 検査教科
40人

全 機械材料創造科
80人
日
制 建築インテリア創造科 40人

認証保育所や幼稚園での預かり保
育、企業主導型保育事業などさまざ
まな保育施設があります。
市 (QRコード)では、
これらの施設
をまとめて紹介しています。
利用について詳しくは、市
に記載の各施設へ
待機児童対策室
(☎228-0383 FAX222-6997)

マネジメント創造科
機械自動車創造科
定 建築創造科
時 （総合募集）
制
マネジメント創造科

80人
35人
35人

国語
数学
英語
理科
社会

テーマ 離婚を考えたとき 子どもの
ためにできること
日時 2月26日(土)13時30分～15時30分
場所 堺市総合福祉会館(堺区南瓦
町2-1)
要申込 堺市母子家庭等就
業・自立支援センター (QR
コード)か へ。託児あり

同センター
(☎224-7766

FAX224-7773)

里親制度をご存じですか
■短期養育里親説明会
日時 2月15日(火)13時30分～15
時30分 場所 東区役所
日時 3月26日（土）10～12時
場所 市役所本館地下1階
■里親カフェ（養育里親）
里親さんから体験談を聞けます。
日時 2月27日(日)14～15時30分
場所 子ども家庭支援センター清心
寮リーフ(北区東上野芝町
2-499)
要申込 リーフ (QRコー
ド)か へ
リーフ(☎252-3521)か
子ども家庭課(☎228-7331
FAX228-8341)

健

康

オンライン口腔ケア講演会
国語
数学
英語

同高校
(全日制☎240-0840 FAX252-6601
定時制☎240-0841 FAX252-6404)

▽▽

離婚前後の
「親支援講座」

感染症対策課
(☎222-9933

FAX222-9876)

子どもの定期予防接種
市外での接種費用を助成
接種前に事前の申請が必要です。
対象
里帰り出産に
より、市外で
1歳未満の定
期予防接種を
受ける方
病気などによ
り市外の医療
機関で定期予防接種を受ける方
接種後の受け付け
2月までの接種分＝3月31日まで
3月接種分＝4月10日まで

期間 2月21～28日
詳しくは堺市歯科医師会
（QRコード）
参照

同会事務局 (☎243-1900)か
健康医療推進課
（☎222-9936 FAX228-7943)

▲

多様な保育サービスが
利用できます

子ども育成課
(☎228-7612

放課後子ども支援課
(☎228-7491 FAX228-7009)

△

子ども家庭課
(☎228-7331 FAX228-8341)

新型コロナウイルス感染症の影響
でやむを得ず子ども(20歳未満)の
定期予防接種の接種時期を逃した
場合でも、接種が無料になる場合
があります。
対象 既に自費で接種した方
これから接種を検討してい
る方
詳しくは市 (QRコード)
参照

△

これまで対象外となっていた次
の世帯にも給付金を支給する方
向で検討しています。
所得制限限度額超過している
世帯
令和3年9月1日以降の離婚な
どにより給付金を受け取って
いない世帯
詳しくは決まり次第、広報さか
いや市 でお知らせします。

受付 ①2月21～28日 ②3月1～25日
①は期間内、②は各日ごとに優先順
位を決定
要申込 市電子申請システ
ム(QRコード)か各ルーム・
くらぶにある申込書参照

▽

特別給付金コールセンター
(☎225-1670)

対象 妊娠中や出産後の心身の負担
により家事や育児が困難で、お手伝
いをしてくれる人がいない家庭
詳しくは区役所子育て支援課(☎FAX
区版１ページ)へ
■育児支援ヘルパー登録事業者募集
対象 市内に活動拠点があり、派遣
ヘルパーのいる団体
詳しくは にある募集要項や市
参照

▽

■子育て世帯への臨時特別給付金
期限は3月31日まで
申請が必要な場合が
あります。
受給がまだの
方はご確認ください。
市 (QRコード)参照

コロナで予防接種の時期を逃しても
無料接種となる場合があります

▽▽

■低所得の子育て世帯への
子育て世帯生活支援特別給付金
期限は2月28日まで
申請が必要な場合が
あります。
受給がまだの
方はご確認ください。
市 (QRコード)参照

のびのびルーム･堺っ子くらぶ･放課後
ルーム4月からの利用者を2次募集

▽

コロナ関連支援
子育て世帯への給付金

安心して子育てできるよう
育児支援ヘルパーを派遣します

▽

子育て・教育

保健センター
(☎FAX区版１ページ)か
感染症対策課
(☎222-9933 FAX222-9876)

くらしの健康講座をライブ配信
自分や大切な人のため
感染しない・させないよう
気を付けましょう！

健康医療推進課職員

方法 Webexシステムでライブ配信
テーマ 感染症を予防しよう
日時 2月24日(木)14～15時30分
要申込 市電子申請システ
ム(QRコード)で

健康医療推進課
(☎222-9936 FAX228-7943)
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収入の大幅な減少などにより、
市税や保険料の支払いが困難な方は、
減免や支払いの猶予を受けられる場合があります。
ご来場の際は、感染対策を徹底のうえお越しください。

テーマ 安心して受けたい〜コロナ
禍での胃がん治療〜
日時 2月18日(金)15～16時30分
場所 大阪労災病院(北区長曽根町
1179-3)
方法 会場かオンラインライブ配信で
要申込 詳しくは大阪労災
病院 (QRコード)参照

健康医療推進課
(☎222-9936 FAX228-7943)

指定難病・小児慢性特定疾病患者
や家族の方へ

▽

▽▽▽

健康福祉プラザ（堺区旭ヶ丘中町4
丁3-1）
などで2～3月に実施
就労相談
学習交流会
電話相談
広場サロン・交流会
要申込 詳しくは市 (QR
コード)参照

対象 小 学 生
以上の障害者
手帳をお持ち
の方と介護者

認知症当事者と家族の経験談を聞き
ながら、
それぞれができることを考え
ます。
日時 3月1日(火)14～16時
場所 ビッグ・アイ(泉ケ丘駅前）
要申込 2月1日から大阪府社会福祉
事業団へ。先着順
認知症の方と接する時は
「驚かせない」
「急がせない」
「自尊心を傷つけない」
の
「3つの“ない”」
が
大切です！

祉

音声SNSで認知症患者・介護者支援
実証の説明会・講演会

地域共生推進課 職員

▽

▽

認知症患者などの介護者や
当事者支援を行う支援団体
デイサービスやグループ
ホームなどを運営する法人
など
日時 3月31日
（木）14時30分〜16時
要申込 詳しくは市 （QR
コード）参照
対象

政策企画部先進事業担当
(☎228-7480 FAX222-9694)か
地域共生推進課
(☎228-0375 FAX228-7853)

長寿支援課 職員

同事業団(☎072-724-8167)か
長寿支援課
(☎228-8347 FAX228-8918）

判断力が十分でない方を見守る
市民後見人 啓発シンポジウム
方法 Zoomでライブ配信か堺市総合
福祉会館（堺区南瓦町2-1）
で
日時 2月26日(土)13時30分～16時
30分
要申込 詳しくは へ

堺市権利擁護サポートセンター
(☎FAX225‐5655）

「これからの高次脳機能障害支援の
ありかた」講演会
日時 3月6日(日)13時30分から
場所 堺市総合福祉会館(堺区南瓦
町2-1)
要申込 詳しくは へ

健康福祉プラザ生活リハビリ
テーションセンター
(☎275-5019 FAX243-0202)

険

控除 次のいずれかを申告書に添付
①社会保険料（国民年金保険料）控除
証明書
日本年金機構から送付された昨年
中の保険料納付済額の証明書。昨
年10月以降に初めて納付の方に
は、2月上旬に送付
②国民年金保険料の領収証書
納付済み保険料額が①の証明書に
示された見込み額と異なる場合
や、①の証明書に示されていない
ものがある場合に利用

ねんきん加入者ダイヤル
(☎0570-003-004)か
堺東年金事務所(☎238-5101)

保険料納付 口座振替にしませんか
キャッシュカードで手続きできます
国民健康保険料
後期高齢者医療保険料
申込 口座名義人本人が の窓口へ
持物 キャッシュカードと本人確認
書類
金融機関や口座種別、
カードの種類に
より一部利用できない場合があります。
区役所保険年金課
(☎FAX区版１ページ)

高齢の方は税の障害者控除が
受けられる場合があります
お手続きをお忘れなく！
要件に当てはまるか分か
らない方は、
お気軽に
お住まいの区の
区役所地域福祉
課へご相談ください

国民健康保険 日曜窓口を開設
加入・脱退の届出
保険料の納付相談など
日時 2月27日(日)9〜12時
場所 区役所保険年金課
受付

△△

アプリを使って音声で気軽
にコミュニケーションや
情報取得ができるんです!
新たなツールを
試してみませんか

健康福祉プラザスポーツセンター
（☎ 275-5029 FAX243-4545）

保

市・府民税の申告について
10ページでご案内しています
国民年金保険料全額が
税の社会保険料控除の対象に

日時 3月21日(祝日)
13～16時
場所 J-GREEN堺(堺区築港八幡町
145)
要申込 詳しくは へ

対象

難病患者支援センター
（☎275-5056 FAX275-5038)

福

障害者手帳をお持ちの方へ
フライングディスク大会

区役所保険年金課
(☎FAX区版１ページ)

税

長寿支援課 職員

対象 65歳以上で介護保険の要介護
2～5の認定を受けている方のうち、
寝たきりなどの身体状態や認知症の
程度が一定の要件に当てはまる方
申告 障害者控除対象者認定書を添
付。同認定書の交付など詳しくは
へ

区役所地域福祉課
（☎FAX区版1ページ参照）

金

固定資産税・都市計画税第４期分
の納期限は2月28日です
納付方法については
納付書か市 (QRコード）
参照
納税課(☎FAX区版1ページ)か
税務運営課 収納係
(☎228-3957 FAX228-7618)

福祉医療費助成を受ける方は税の申告を
対象 次の助成制度を受ける方
重度障害者医療費助成
ひとり親家庭医療費助成
申告がないと所得が確認できず、医療
証の更新ができない場合があります。

▽▽

認知症があってもなくても暮らしやすく
認知症パートナー講座

▽▽

ろうさい市民がんセミナー

区役所保険年金課
(☎FAX区版１ページ)
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申込方法など詳しくは、
ご案内する HP (ホームページ)でご覧になるか、 (問合せ先)へお問い合わせください。
ご来場の際は、感染対策を徹底のうえお越しください。

優秀賞

優秀賞

堺東献血ルーム

電話出て
オレオレ言う奴
犯罪者

木・第３日曜日を除く
毎日(要予約)

サカイ引越
センター

3日

アリオ鳳

11～13・18日

佳作

佳作

急に来て
屋根がおかしい
何故分かる？

良い話
上手い話しの
落とし穴

「とりあえず」
ゆるい気持ちが
命取り

佳作

先ばらい

うらの顔

くらしの困りごと、
仕事の悩み、
不安を
一緒になって
解決できるよう、
あなたと共に考え、
支援します。

わたすと「ニヤ」
ける

病気やケガなどで収入が減るなど、生
活に不安な方は、
すてっぷ・堺
（堺区南
瓦町２ー１総合福祉会館４階）
やお住ま
いの区の区役所生活援護課にご相談く
ださい。

最優秀賞

寒い冬は特に不足します
献血にご協力を 2月の会場

おとくです
そんな世の中
あまくない

生活にお困りの方は
ご相談ください

お買物・くらしの川柳
入賞作品が決定

アンディイズミヤ
泉北店
イオンモール
堺北花田

19日
27日

大阪府赤十字血液センター
0120-326-759)か
(
市民協働課
(☎228-7405 ☎228-0371)

再生可能エネルギー電気
共同購入でお得にエコ活しませんか
地域共生推進課 職員

すてっぷ・堺（☎225-5659
FAX222-0202）
か
区役所生活援護課
(☎FAX区版1ぺージ)

消費者トラブルや特殊詐欺への注
意をテーマにした｢お買物・くらしの川
柳｣を募集し、皆さんの投票により
6作品の入賞が決まりました。ご応
募・ご投票ありがとうございまし
た。入賞作品は、市の消費者啓発の
取組に活用します。
消費生活センター
(☎221-7908 FAX221-2796)

薬物乱用は
｢ダメ。
ゼッタイ。
｣
青少年の大麻乱用者が急増し、大き
な社会問題となっています。
「大麻はたばこやお酒より安全」と
いった誤った情報がSNSなどで広
がっていますが、薬物は強い依存性
と心身への悪影響があり危険です。
死に至ることもあり得ますので、
｢一度くらいなら大丈夫｣という安易
な気持ちで近付かないでください。

光明池駅周辺の
路上喫煙などのマナーを強化

日時 2月16日(水)11時から
防災行政無線屋外スピーカーと地域
会館などに設置する戸別受信機から
自動音声で試験放送が流れます。

危機管理課
(☎228-7605

FAX222-7339)

大阪EE電事務局
0120-457-200)か
(
府エネルギー政策課
(☎06-6210-9254）

ストーブによる火災に注意

環境薬務課(☎222-9940
FAX222-9876)か
大阪府警察本部少年課
(☎06-6943-1234)
青少年の非行防止やいじめな
どで悩んでいる方の相談は
グリーンライン(☎06-6944-7867)

地震や津波、
武力攻撃に備え
Ｊアラート全国一斉訓練

府民みんなの共同購入により再生可
能エネルギー電気がおトクに利用で
きます。
温暖化を招くCO2を削減するために
も太陽光や風力など自然由来の電気
に切り替えませんか。
締切 4月28日まで
申込 専用WEBサイト(QR
コード)で

4月1日から新たに光明池駅周辺を
「路上喫煙等マナー向上重点啓発区
域」に指定します。既に指定してい
る堺東駅西側・中百舌鳥・三国ヶ
丘・堺市駅周辺と合わせて重点的に
喫煙マナーなどの向上を図ります。
同区域での喫煙は、ポイ捨て防止や
分煙のために設置予定の喫煙所をご
利用ください。
環境業務課
(☎228-7429

FAX229-4454)

電気ストーブを点けたまま就寝して
しまい、布団に燃え移る火災が毎年
発生しています。
布団などの可燃物は、ストーブに直
接触れなくても、距離が近いと輻
(ふく)射熱によって発火することが
あります。十分注意して下さい。
ストーブ使用の際の注意
ポイントを動画(QRコー
ド)でまとめています。
予防査察課
(☎238-6005

FAX228-8161)

フィッシング詐欺にご注意

実在する業者を装いSMSやメール
で偽サイトへ誘導して個人情報を盗
み取る「フィッシング詐欺」が急増
しています。
アドバイス
個人情報の入力を促すような身に覚
えのないSMSやメールが届いたとき
は、本文に記載されているURLにアク
セスしないようにしましょう。
本物と区別がつかないくらい精巧に
作られた偽サイトが存在するため、
見分けることが困難な場合がありま
す。偽サイトで、ログインするた
めにIDやパスワードを入力してし
まった場合は、他に同じIDとパス
ワードを使用しているサービスがあ
れば、すぐに変更しましょう。
クレジットカードや携帯・通信料金
のキャリア決済に関する情報を偽サ
イトで入力したことが分かった場合
は、すぐにカード会社や通信業者へ
連絡し、利用中止の手続きを行って
ください。
判断に迷ったときはご相談ください。
消費生活センター
(☎221-7146 FAX221-2796)

2月1日～3月18日は
サイバーセキュリティ月間です

インターネットを安全に利用するた
めに対策を見直しましょう。
添付URLをクリックしない
安易に個人情報を入力しない
ID・パスワードを使い回さない
サイバー犯罪対策は大阪
府警 (QRコード)参照

▽▽▽

くらし

市民協働課
(☎228-7405

FAX228-0371)
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中止・延期など変更の場合があります。最新情報は市 HP (ホームページ)や
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ご来場の際は、感染対策を徹底のうえお越しください。

(問合せ先)へご確認ください。
(問合せ先)へご確認ください。 堺市 イベント中止延期
堺市議会

ペットが健康で快適に暮らせるよう
飼う前によく考えましょう

毎日の世話に時間と手間をかけ
られますか
医療費など必要な費用を用意で
きますか
ペットが寿命を迎えるまで飼い
続けられますか
飼えなくなったときの譲渡先は
ありますか
家族全員が飼うことに賛成して
ますか
生活環境に適したペットですか
家族に動物アレルギーの人はい
ませんか
飼い方やしつけ方を勉強しました
か

こうぜん

荒 山公園の周辺道路混雑解消のため
臨時駐車場を増設し有料に
梅や桜が見ごろの時
期の車の混雑を避け
るため臨時駐車場を
増設し、全駐車場を
有料にします。
場所 荒山公園(南区
宮山台2丁3)
期間 2月10日～4月3日
公共交通機関での来園にご協力をお
願いします。
泉ヶ丘公園事務所
(☎291-1800 FAX296-9676)

堺観光コンシェルジュに
なって堺の魅力をPRしませんか
一緒に堺の魅力を
PRしましょう

動物指導センター
(☎228-0168 FAX228-8156)

傍聴

受付時間はお問い合わせください。
農業委員会
総会

2月3日(木)
13：30から

農業委員会
事務局
☎228-6825
FAX 228-7410

教育委員会
定例会

2月7日(月)
14:30から

教育政策課
☎228-7925
FAX 228-7890

堺市総合
教育会議

2月17日(木)
15:30から

政策企画部
計画推進担当
☎228-7517
FAX 222-9694

博物館
協議会

2月17日(木)
14:00から

学芸課
☎245-6201
FAX 245-6263

堺市消防局LINEとメルマガで
事業所の防火管理をサポート
火災予防に役立つ情報を提供しま
す。LINEアカウントでは、消防用
語を分かりやすく解説する「自動応
答機能」も利用できます。
事業所の
火災予防のため
次のQRコードから
ぜひご登録ください!

マイナンバーカード
区役所に休日交付窓口
窓口 マイナンバーカードの交付と返
戻された通知カードの受け取り
日時 2月27日(日)9～12時
場所 区役所市民課
対象 マイナンバーカードの受け取り
は交付通知書が届いた方
持物 交付通知書、通知カード、本人
確認書類

区役所市民課
(☎FAX区版1ぺージ)

お知らせ

市の会議開催予定

予防査察課 職員

市内外のイベントなどで堺の観光
PRを行う｢堺観光コンシェルジュ｣
を募集します。
詳しくは堺観光コンベンション協会
(QRコード)参照
期間 2月28日(消印有効)
まで
同協会
(☎233-5258

LINE公式
アカウント
はこちら→

メールマガジン
はこちらに空メ
ールを送信→

FAX233-8448)

明るい選挙啓発 作品展

撤去した放置自転車などの
返還手数料が変わります

LINEの
トーク
す
画面で

▽▽

「明るい選挙」
を
テーマに、市内
の 小・中 学 生 、
開始 4月1日から
高校生から募集
対象 自転車等放置禁止区域で撤去
したポスターと
書道作品から、
した自転車などの返還手数料
入選作品を展示
自転車3,000円(現行1,500円)
します。
原 動 機 付自転 車 4 , 0 0 0 円 ( 現 行
日時 2月15日13時～25日16時
2,000円)
場所 市役所高層館１階北側ロビー
自転車などは駐輪場に止めましょう。
自転車対策事務所
(☎252-0525 FAX250-2570)

選挙管理委員会事務局
(☎228-7875 FAX228-7883)

  予防査察課 職員

予防査察課
(☎238-6005

FAX228-8161)

市の職員数や給与など
最新状況を市ホームページで公表
令和2年度の人事行政の
運営などの状況を市
(QRコード)に公表して
います。
人事課(☎228-7907 FAX228-8823）
労務課(☎228-7407 FAX228-8823）

堺の未来のためにご意見を
詳しくは市(区<③は南区のみ>)役
所市政情報センター(コーナー)など
にある資料か市 参照
■パブリックコメント
①健康増進事業に関する事務におけ
る特定個人情報保護評価書(全項
目評価書)
受付 2月16日まで
健康医療推進課
(☎222-9936 FAX228-7943)
■意見募集
②監視指導計画（案）
食の安全・安心の確保に向けた令
和4年度の取組などを策定。
受付 2月1日～3月1日
食品衛生課
(☎222-9925 FAX222-1406)
③泉北ニュータウン公的賃貸住宅
再生計画(改定案)
受付 2月8日～3月8日
泉北ニューデザイン推進協議会事
務局(泉北ニューデザイン推進室内
☎228-7530 FAX228-6824）

大規模災害時、公的機関の救助には
限界があります。一刻を争う時に命
を守るのは、ご自身やご家族・ご近
所などの周囲の人同士の助け合いで
す。また、普段から準備しておく減
災への取組が運命を左右します。総
合防災センターで、これらを自分ご
ととしてリアルに知ってもらい、い
ざという時のための行動につなげて
もらえると嬉しいです。
普段の暮らしを健康に過ごすこと
も、生きていくために大切です。何
か良いことが起きないかなと、つい
望んでしまいがちですが、いつまで
も健康で過ごすには、自ら始めるこ
とが重要です。挑戦する人はいつま
でも元気です。これからの人生の中
で一番若い今、明日の健康につなが
る今日できること、楽しみながら始
めてみてはいかがでしょうか。
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申込方法など詳しくは、
ご案内する HP (ホームページ)でご覧になるか、 (問合せ先)へお問い合わせください。
ご来場の際は、感染対策を徹底のうえお越しください。

企業・団体
コロナ関連支援
事業復活支援金の申請受付開始
経済産業省では、地域・業種を問
わず新型コロナの影響で売上が減
少している事業者に、事業復活支
援金を給付します。
詳しくは同支援金事務
局 (QRコード)参照
申請期間 1月31日〜5
月31日
同支援金事務局相談窓口
0120-789-140)
(

さかい新事業創造センター
創業する入居者を募集
場所 さかい新事業創造センター(中
百舌鳥駅前)
対象 創業準備段階か創業間もない
方
入居募集 創業者向けのオフィス・研
究開発室(見学可)
入居者には経営の専門家による、事
業成長のための無料サポートがあり
ます。
詳しくは同センター 参照

FAX240-3662)

雇用推進課
(☎228-7404

求

FAX228-8816)

職

高齢の方を応援
さかいシニア就職面接会
参加企業 高齢
の方を積極的
に採用してい
る10社
日時 3 月 1 日
(火)13～16時
場所 サンスクエア堺(堺市駅前)
対象 おおむね55歳以上の就職活動
中の方 要申込 2月1日からハロー
ワーク堺へ。
先着順

ハローワーク堺(238-8301<
部門コード41＃>かジョブシッ
0120-010908
プさかい (
FAX244-3771)

①⑤は 有料
いずれも 要申込
詳しくはサンスクエア 堺
（堺市駅前） (QRコード)
参照

いずれも 受講形式 堺商工会議所
(中百舌鳥駅前)かオンラインで
要申込 先着順

同会議所
(☎258-5503

FAX258-5580)

サンスクエア堺
(☎222-3561 FAX222-8522)

同課
(☎228-7907

採用情報

【

FAX228-8823)

市の採用情報はこちら

】に雇 用形態の 表 記のあるもの以 外は会 計 年度任 用職 員として任 用。

募集職種

勤務地

問い合わせ先

精神保健福祉士【育休代替】

こころの健康センター（☎245-9192

歯科衛生士

保健センター

健康医療推進課
(☎222-9936 FAX228-7943)

障害支援区分等認定調査員

市役所、保健センター
など

障害福祉サービス課
(☎228-7510 FAX228-8918)

乳幼児健康診査医師【登録制】

保健センター

子ども育成課
(☎228-7612

FAX228-8341)

区役所、市役所など

子ども家庭課
(☎228-7331

FAX228-8341)

保育教諭(日中、朝夕)
看護師 管理栄養士

幼保連携型認定こども 幼保運営課
園
(☎228-7231

FAX222-6997)

年金相談員

堺区保険年金課(☎228-7413
南区保険年金課(☎290-1808
北区保険年金課(☎258-6743

保健師（子育て支援業務）

中区役所子育て支援課(☎270-0550

家庭相談員

児童虐待防止相談員

講師【臨時・非常勤】 養護助教諭【臨時】 幼稚園 小・中学校
栄養士【臨時】 学校事務【臨時】
支援学校 高校

FAX241-0005）

FAX228-7539)
FAX290-1813)
FAX258-6894)
FAX270-8196)

教職員人事課
(☎228-7438

特別支援教育支援員（介助員）

幼稚園、小・中学校の支
援学級 支援学校

医療的ケア看護職員（学校看護師）

小・中学校の支援学級
支援学校

預かり保育担当職員

幼稚園

栄養士

学校給食課
小学校給食調理場巡回
(☎228-7489

介護保険料徴収員

区役所

一般計量士

消費生活センター(☎221-6538

土地家屋調査士（境界確定業務）

路政課(☎228-7417

境界確定業務

法定外公共物課(☎228-7093

日本語指導員【登録制】

幼稚園 小・中学校
支援学校 高校

社会福祉【常勤】
主任ケアマネジャー【非常勤】

堺市社会福祉協議会(☎232-5420

外来看護助手【パート】
一般事務【人事・総務・契約】
メディカルアシスタント
【契約】
病棟クラーク
【契約】

堺市立総合医療センター
(人事室 ☎272-9966 FAX272-9911)

保育士 児童指導員
【いずれもアルバイト】

FAX228-7890)

支援教育課
（☎228-7436

FAX228-7421）

能力開発課
（☎270-8120

FAX270-8130）
FAX228-7256)

介護保険課
(☎228-7513 FAX228-7853)
FAX221-2796)

FAX228-8865)
FAX228-8865)

人権教育課
(☎228-7484 FAX228-7421)
FAX221-7409)

児童発達支援センター
第１・第２もず園(☎279-0500 FAX270-2126)
第１・第２つぼみ園(☎299-2031 FAX299-2100)

参 照

■IoTで業務効率・生産性向上セミナー
日時 2月9日(水) 14～16時

教職員人事課講師バンク
(☎228-3946 FAX228-7890)

各 施 設

■中小企業がYouTubeビジネスで
活用すべき本当の理由とは？
日時 2月2日(水)14～16時

①メンタルヘルス入門セミナー
＝3月16日(水)18～21時
②起業・創業スタートアップセミナー
＝3月17日(木)18～21時
③シニア・セカンドキャリアの働き
方・すごし方セミナー
＝3月23日(水)18～21時
④広告作成セミナー
＝3月24日(木)18～20時
⑤調剤事務検定試験・受験対策講座
(全8回)＝3月26日～5月21日の
土曜日9時30分～12時30分

市に希望職種や勤務条件などを登録
した方の中から、条件に合う方を選
考します。
対象 パソコンの基本操作ができる
方(職務内容によって特定の経験・
資格などが必要な場合あり)
登録方法などは、市(区)役所市政情
報センター(コーナー)、人事課か市
にある募集要項・申込書参照

照

企業や勤労者・求職者の方へ
サンスクエア堺の講座

勤務 4月から市立幼稚園、小・中
学校、特別支援学校、高校
職種 常勤講師、非常勤講師、養護
助教諭、栄養士、事務職員
任期 最長1年(任用事由によって異
なる）
対象 教員免許を有する方か取得見
込の方
（事務職員を除く）
要申込 面接選考あり
詳しくは市 参照

参

堺商工会議所セミナー

内容 ダイバーシティマネジメント
の講演と先進企業の取組事例の発表
日時 3月10日(木)14～16時30分
対象 市内事業所の事業主、人事部
門担当者、勤労者など
要申込 詳しくは市 参照

堺市役所で堺のために働きませんか
会計年度任用職員を募集

市

同センター
(☎240-3775

市立学校園の講師などを募集

ダイバーシティ
オンラインセミナー
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中止・延期など変更の場合があります。最新情報は市 HP (ホームページ)や
中止・延期など変更の場合があります。最新情報は市 HP (ホームページ)や
ご来場の際は、感染対策を徹底のうえお越しください。

場所 金岡公園体育館
（21ページ参照）

■冬の体力測定会
日時 2月20日(日)10～12時30分
対象 20〜79歳の方
要申込 2月1日から先着順。詳し
くは堺市教育スポーツ振興事業
団 (QRコード)参照
同事業団
(☎294-6111
FAX237-6001)
■東京パラ・金メダリストによる
ブラインドマラソン体験会＆講演会
日時 3月5日
(土)13時30分
～15時
対象 市内在住・
在学の小学生
とその保護者・
引率者

道下美里選手（左）

要申込 2月18日まで
詳しくは市 (QRコー
ド)参照

スポーツ推進課
(☎228-7437 FAX228-7454)

堺ブレイザーズチケットプレゼント

スマホアプリを
使って期間中に
フル・ハーフマ
ラソンのゴール
をめざします。
参加賞は「ゴル
ゴ13」
コラボ特
製泉州タオル。
特産品が当たる抽選会もあります。
日程 3月8～21日 有料
要申込 2月4日から先着順。
詳しくはイベント ( Q R
コード)参照

内容
三好長慶や千
利休が禅修業
した南宗寺で
坐禅
さかい利晶の
杜で立礼茶席
(外国の方はお点前)
日時 3月5日(土)9時30分南宗寺(堺
区南旅篭町東3丁1-2)集合、13時30
分さかい利晶の杜(21ページ)解散
有料 要申込 2月20日まで先着順

国際理解講座

ブレイザーズスポーツクラブ
(☎233-2264 FAX233-2248)

堺国際交流協会
(☎221-0001 FAX223-0001)か
学校指導課
(☎228-7436 FAX228-7421)

姉妹友好都市と市内の幼稚園児
図画交流展

堺事件

内容 法要や講演・紙芝居上演
日時 2月23日(祝日)13～15時30分
場所 妙國寺(堺区材木町東4丁1-4)
堺事件ゆかりの地をガイドと歩く
日時 2月22・24日9時堺駅集合、
15時土佐稲荷神社(大阪市西区北堀
江)解散

テーマ 誰もとりのこさない地域へ
日時 3月2日(水)10～16時
方法 オンライン（Zoom）
要申込 詳しくは堺市社会福祉協議
会 参照

同協議会
(☎232-5420

FAX221-7409)

オンラインで納得！知っトク！
食ロス削減!
整理収納アドバイ
ザーが冷蔵庫の整理
整頓術などをレク
チャーします。
日時 2月25日(金)
14～15時
要申込 2月15日まで。 唄 ふみ代さん
詳しくは市 参照

日時 2月2日9時～9日16時
場所 市役所高層館１階南側ロビー

堺姉妹友好都市協議会事務局
(多文化交流プラザ・さかい内
☎340-1090 FAX340-1091)

学

ぶ

講演会
「ハンセン病問題から
私たちが学ぶこと」
日時 2月19日(土)13～16時
場所 ドーンセンター(大阪市中央区
大手前)かオンライン視聴
要申込 2月14日まで先着順

ハンセン病問題講演会
実行委員会
(☎06-7506-9424
FAX06-7506-9425)

資源循環推進課
(☎228-7479 FAX228-7063)

認知症ドキュメンタリー映画
「妻の病」
無料上映会
日時 2月24日(木)14～15時30分
場所 堺市総合福祉会館(堺区南瓦
町2-1)
要申込 2月18日まで先着
順。詳しくは堺市社会福祉
協議会 (QRコード)参照

同協議会
包括支援センター統括課
(☎238-3636 FAX238-3639)

安全でおいしい野菜作りを
基礎から学ぶ みないき農業塾

▼

ホームゲーム(スタンド指定席)のペ
アチケットをプレゼント。
日時 ① 2月2 6・2 7日② 3月5・6日
いずれも13時から
場所 ①大浜体育館(21ページ参照)
②日本製鉄堺体育館（堺区築港八幡
町1）
要申込 2月1 1日1 8 時ま
で。応募フォーム(QRコー
ド)から

市内の小・中学生の書写作品約600
点を展示します。
日時 2月26日14時～3月4日16時
場所 市役所本館1階エントランス

歴史ウォーク～外国の方と一緒に
坐禅と茶の湯体験～

堺・ちくちく会 (川口☎0908985-1273 FAX232-5730)か
観光推進課
(☎228-7493 FAX228-7342)

©Blazers sports club

地域福祉フォーラム
「さかいで広げよう！SDGsの取組」

堺っ子書道展

KIX泉州ツーリズムビューロー
(☎072-436-3440) か
スポーツ推進課
(☎228-7437 FAX228-7454)

▽

金岡公園で体を動かそう！

オンラインで期間中に完走しよう
KIX泉州国際マラソン

▽

楽しむ

(問合せ先)へご確認ください。
(問合せ先)へご確認ください。 堺市 イベント中止延期

いずれも 有料 要申込 2月1日から
先着順
堺事件を語り継ぐ会(妙國寺内
呉竹 ☎090-3844-7139)か
観光推進課
(☎228-7493 FAX228-7342)

包丁研ぎ方教室
日時 2月14日(月)13～14時30分、
15～16時30分
場所 堺市産業振興センター(中百
舌鳥駅前)
有料 要申込 詳しくは へ

堺市産業振興センター
(☎255-1223 FAX255-5200)

日程 4月～来年3月 有料
要申込 3月18日まで。
詳しくは市 (QRコード)
参照

南いきいきファーム推進会
(柴田 ☎080-3430-4511
FAX289-7139)
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申込方法など詳しくは、
施設 HP (表内QRコード)でご覧ください。
その他のイベントも施設 HP か市ホームページのイベントカレンダーで紹介しています。
ご来場の際は、感染対策を徹底のうえお越しください。

施

設

☎245-6201
℻245-6263

堺市博物館

フェニーチェ堺
恐竜ラボ！ディノ・サバイバルDINO-A-LIVE

2月27日(日)14～15時30分

古文書講習会

3月12日(土)13～16時15分
☎223-1000
℻223-1005

名作落語
「百年目」
を月替わりで披露
「桂米團治独演会」

民族衣装や復活祭にちな
んだミュシャの作品と、
スラヴ諸国のイースター
エッグを紹介。地域色あ
ふれる祝祭の雰囲気を感
じてみませんか。
日程 2月3日～4月3日
開館 9時30分～17時15分
(入館は16時30分まで)
休館 月曜日、2月1・2・
「百合の中の聖母（下絵）」
24日
（1904年）

堺 アルフォンス・ミュシャ館
(堺区田出井町1-2-200
☎222-5533 FAX222-6833)

要申込
対象 古文書講習会は
18歳以上

堺区翁橋町2丁1-1

2月18日(金)15～17時

対象
小学生以上

有料
要申込

対象 詳しく
は 参照

5月5日(祝日)11時30分から
中区深井清水町1426

ソフィア・堺

中文化会館

▽

こども科学教室～実験＆ものづくり～(全3回)
もくもく！ドライアイス
探検！虫の世界
プカプカ卵&おもしろ袋

▽▽

ミュシャとスラヴの民族文様
－スラヴ諸国のイースターエッグとともに－

翁橋公園 親子でダンスワークショップ

大仙公園内

開館 9時30分～17時15分
休館 月曜日

無形文化遺産理解セミナー「女性たちが編み出す
財－サモアの無形文化遺産『ファイン・マットとそ
の文化的価値』
－」

フェニーチェ堺

実物大の恐竜がステージの上で大迫力のバト
ルを繰り広げる、世界初のリアル恐竜体験
ショー。恐竜博士の楽しい科学解説もあり。
日時 4月30日(土)10時30分・13時30分・16
時30分から
対象 小学生以上 有料 要申込
詳しくはフェニーチェ堺 (表内QRコード)参照

堺区百舌鳥夕雲町2丁

☎270-8110
℻270-8119

天体観察会

対象 小学生
有料 要申込

4月9日、5月7日、6月4日
14～16時
一般投影

プラネタリウム
「堺星空館」

開館 9～22時
休館 月曜日
(プラネタリウムは15～17日も)

詳しくは

有料

参照

天文教室「メシエ天体をさがそう」
要申込
2月26日(土)19時から
2月5・11・19・25日19〜20時30分
☎230-0134
℻230-0138

東文化会館

北野田駅前
開館 9～22時
休館 2月2・9・16日
対象 小学生以上
有料 要申込

ワンコインジャズピアノコンサート
5月15日(日)15～16時30分
～クラシックの名曲をjazz的に解釈してみました～
中央

図書館

西

小学生
以下は
保護者
同伴

堺区大仙中町18-1

☎244-3811
℻244-3321

西区鳳南町
4丁444-1

☎271-2032
℻271-3002

休館
月曜日

大仙公園日本庭園
竹工芸家・四代田辺竹雲斎さんと楽しむ講話茶会

「ふるさと納税 親子で読書」
0～5歳児向けの絵本パックを貸し出し

3～8月(貸出期間)

開園 9時30分～16時30分(2月)

ボランティアステップアップ講座
「児童書編集者のしごと」

対象 市内で子どもの読書活
3月12日(土)10時30分～12時
動に関わるボランティアをし
西図書館
ている方 要申込 (西)

休園 月曜日

50万本の菜の花畑

かつて竹工芸の中心地であった堺で120年続く竹工
芸の家に生まれ育ち、幼少から竹に触れるうちに自
然と竹工芸家を志すように。東京芸術大学美術学
部彫刻科卒業後、竹工芸訓練支援センターで基礎
技術を学んだのち帰堺。父三代竹雲斎に学ぶ。平
成24年｢世界で活躍し
『日本』
を発信する日本人プロ
ジェクト｣に選出・受賞。
フランス・パリ装飾美術館や
アメリカ・ニューヨークＭＡＤ美術館で竹工芸による
インスタレーションのデモンストレーションを行い、
海外からも高い評価を受けている。平成29年、四
代田辺竹雲斎を襲名。代々の技術・精神を受け継
ぎ、花かごや茶道具など伝統的な作品を制作する
一方で、現代性の強い立体作品を制作している。

大仙公園日本庭園
(堺区大仙中町
☎FAX247-3670)

ハーベストの丘でアイを叫べ！

有料 入園料

2月13日(日)11時15分から
（受付は10〜11時）

いちご大福教室

2月の土・日・祝日14時30分から

いちごクッキータルト作り

2月の平日15時から

▽

グルメ体験

開園 10～17時
休園 2月2・9・16日

2月下旬まで（変動あり）

▽

四代田辺竹雲斎

南区鉢ヶ峯寺2405-1

☎296-9911
℻296-9920

ハーベストの丘

日時 2月26日(土)10～11時30分、13時30分
～15時 有料 要申込 詳しくは大仙公園日本庭
園 (QRコード)参照

対象 育児・保育に関わる市
内団体 要申込 (中央)

有料
要申込

堺区東上野芝町1丁4-3

堺市都市緑化センター

☎247-0310
℻247-1492

①今月のガーデニング ②苔テラリウム作り
③草木染講習会

①3月1日(火) ②3月12日(土)
③3月13日(日)

堺自然ふれあいの森
農作業体験などを通して自然と親しもう！
いっちん子ども自然塾メンバー募集

☎290-0800
℻290-0811

開館 9時30分～17時(入館は16時30
分まで)
休館 月・火曜日
いずれも 要申込
②③は 有料

南区畑1740
開園 9～16時(2月)
休園 月曜日

4月～来年3月の第2日曜日
10～14時30分

対象 小学2～6年生
有料 要申込
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中止・延期など変更の場合があります。最新情報は市 HP (ホームページ)や (問合せ先)へご確認ください。
中止・延期など変更の場合があります。最新情報は市 HP (ホームページ)や (問合せ先)へご確認ください。 堺市 イベント中止延期
ご来場の際は、感染対策を徹底のうえお越しください。
QRコードはデンソーウェーブの登録商標です
☎225-4421 ℻225-4425

鴨谷

体育館

初芝

☎296-1717 ℻294-1766

金岡公園 ☎254-6601 ℻251-0509

☎285-0006 ℻285-7318

美原
☎361-4511 ℻361-4513
家原大池 ☎271-1718 ℻271-1793 美原B&G

障害のある児童・生徒のための無料開放
各館教室 いずれも 有料

いずれも9～12時 2月19日 場所 金岡公園、26日 場所 初芝

要申込 陸上スクール(金岡公園)以外
2月5・27日

チアダンススクール(初芝)

2月10・24日

17～18時20分

プレイサーカス(原池公園)

2月11日(祝日) 10～11時30分

▽

▽

▽

陸上スクール(金岡公園)

①9時30分～
10時30分
②10時40分～
11時40分

①9時15分～
10時45分
②11～12時
30分

▽

めざせ！しのびポケモンゲッコウガ！
2月26日(土)
(鴨谷)

対象 小～中学生
対象 3～5歳児とその保護者
対象 ①3～5歳児
②小学1～3年生

町家歴史館
大阪府指定無形民俗文化財・
堺緞通(だんつう)の展示

作・はたなかひろし

要申込

堺区錦之町東1丁2-31 ☎℻224-1155

開館 10～17時

休館 火曜日
有料 入館料(中学生以
下、
市内在 住の65歳 以
上、
障害のある方は無料)
休館 月曜日

スポーツ・文化交流ホール ☎244-8785
相談ホール ☎245-2530

シニア向け食育講座
「高齢者が摂りたい栄養と注意すること
～健康寿命をのばすため〜」

2月24日(木)
13～14時30分

℻244-4100

要申込
(相談ホール)

ー

堺区宿院町東4丁1-27

■うたっておどって！？
たのしい絵本
堺市出身の絵本作家・さ
いとうしのぶさん
【写真】
が絵本の読み聞かせを
行います。
日時 2月23日(祝日)
13時30分～14時30分

開館 9～17時30分
休館 月曜日、2月11・23日

■絵本のせかい★どうぶつの切り絵をつくろう！

▽

▽

▽▽▽

有料
対象 市内在住・
要申込 (ス
在勤
・在学の15
4月からの文化交流講座
ポーツ・文化
歳以上の方
エコクラフト・いけ花(火)
和裁・お茶・着物着付・あみもの・書道(水) 交流ホール)
トールペイント・料理・洋裁(木)
ヨーガ・ハンドメイド(金)
英会話・手話・民踊・パソコン(土)

コクリコさかい
女と男のエンパワーメント講座
「ベトナムの文化と料理を学ぶ講座」

2月27日(日)
9時30分～12時30分

コクリコさかいのつどい
（講演）
3月5日(土)10～12時
「日常から災害時まで役立つアウトドア防災スキル」
堺 自由の泉大学
男女共同参画一般教養講座（2月）

健康福祉プラザ

要申込 詳しくは

ビッグバンで絵本の世界を楽しもう！
開館 10〜17時 休館 月曜日
詳しくはビッグバン (QRコード)参照

3B体操(水)

☎223-9153
℻223-7685

阪堺電車のイラストや写真、資料などを展示しま
す。国内で現役最古の車両「モ161号」の修復前の
部品もご覧になれます。
日程 3月1～21日 有料 観覧料
展示解説
日時 3月5日(土)13時30分から(約20分)
要申込 詳しくはさかい利晶の杜 (表内QR
コード)参照

℻245-2535

▽

▽

4月からの定期スポーツ教室
エアロビクス(火)
太極拳(火)
テニス(水)
フィットネス(木)
アクティブヨガ(金)
▽▽

■電車のイラストと写真展 はたなかひろし
＋伊原薫～Dear CHINDEN～

山口家住宅

堺区協和町2丁61-１

▽▽

有料

2月2～28日

人権ふれあいセンター

■パネル展
「晶子とスペイン風邪－未来への希望－」
大正時代のスペイン
風邪大流行のさなか
を生きた与謝野晶子
が社会に対して出し
たメッセージや、スペ
イン 風 邪 感 染 防 止 に
関する
「啓蒙ポスター」
【 写 真 】などを 無 料 ス
ペースで紹介します。
日程 2 月 1 6 日 ～ 3 月
14日

開館 9～18時
休館 2月15日、
３月15日

2月19日
（土）10時30分〜12
時、13時30分〜15時

やさしい金継ぎ ワークショップ

企画展

堺区宿院町西2丁1-1

☎260-4386
℻260-4725

さかい利晶の杜

対象 ①小学1～3年生
②小学4～6年生

さかい利晶の杜

▼

大浜

原池公園 ☎278-1004 ℻278-1044

対象 市内在住・在勤・
在学の方 要申込

参照

堺区旭ヶ丘中町4丁3-1
市民交流センター

はじめてのクラフトバンド教室(全3回)

3月1・8・29日13～15時

簡単おうちパン講座

3月5日(土)14～16時

多文化交流プラザ・さかい

☎340-1090
℻340-1091

☎275-5017

℻243-0330

有料 要申込

堺区南瓦町2-1
開館 9～17時30分
休館 土曜日、祝日

外国の方に日本文化を伝えるための体験講座
「健康、
暮らしに役立つお酢と薬膳」

2月27日(日)14～15時30分

外国の方と日本語で話すためのコツを学ぼう
やさしい日本語セミナー

3月13日(日)14～16時30分

要申込 (施設内 堺・
バークレー協会)
要申込

日程 2月の土・日
曜日、祝 日 ( 土 曜
日は 1日3 回、
日曜
日・祝日は1日5回
開催)
有料 小学2年生
以下は保護者同伴

ビッグバン
(南区茶山台1丁9-1
☎294-0999 ℻294-0998)

青少年の家

体育室がリニューアル

4月1日から冷暖房設備を備えた体育室がオー
プン。バスケットボールやバレーボールなどの
球技ができます。
申込方法や利用料金など詳しくは、青少年の家
(QRコード)参照
青少年の家(南区片蔵32
☎292-0010 ℻292-3825)

