
●申込方法など詳しくは、ご案内する　 (ホームページ)でご覧になるか、問(問合せ先)へお問い合わせください。
●中止・延期など変更の場合があります。最新情報は市　や問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。
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HP

受付時間

▶けがややけどなどの診療はできません　　▶健康保険証や医療証をお持ちください
▶市内の救急病院は、市ホームページかくらしのガイドブック参照

施設名診療科

歯科

休日夜間の急病診療 病院に行くべきか迷った時は

▶土曜日　 ： ～ ：
▶日曜日・祝休日　 ： ～ ：
　 ： ～ ： 　 ： ～ ：

▶土曜日　 ： ～ ：
▶日曜日・祝休日　 ： ～ ：

　 ： ～ ：

小児科
（中学生以下）

内科
（中学生以下は堺
市こども急病
診療センターへ）

堺市こども急病診療センター
（西区家原寺町１丁１ 2）
☎ ℻

▶月～金曜日　 ： ～翌日 ：
▶土曜日　 ： ～翌日 ：
▶日曜日・祝休日　 ： ～ ：
　 ： ～ ： 　 ： ～翌日 ：

堺市泉北急病診療センター
（南区竹城台１丁８１）
☎ 　℻

堺市口腔保健センター
（堺区大仙中町1８ 3 ）
☎ 　℻

症状の緊急性を
確認できる
全国版救急
受診ガイド

救急車を呼ぶか迷ったら
救急安心センターおおさか
＃７１１９ 携帯電話・プッシュ回線

☎

夜間の子どもの急病時は
小児救急電話相談

＃８０００ 携帯電話・NTTプッシュ回線
☎ 　 ： ～翌日 ：

たばこや医薬品の
急性中毒は
中毒１1０番

☎

診療中の病院を
探すには
府医療機関
情報システム

どの病院に行くか迷ったら
府救急医療情報センター
☎

障害者歯科診療所 ☎   ℻   ▶火・木曜日  ： ～ ：
重度障害者歯科診療所 ☎   ℻   ▶月～金曜日  ： ～ ： 、： ～ ：
在宅等訪問歯科診療
　在宅歯科ケアステーション ☎   ℻   ▶月～金曜日  ： ～ ： 、： ～ ：
　狭山美原歯科医師会事務局 ☎   ℻   ▶月・水・金曜日  ： ～ ：

予約制の歯科診療 一般の歯科診療所では受診困難な方が対象

いずれも年中無休受診前に必ずお電話を
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子育て・教育
届いていますか
市立小学校の就学通知書

同通知書を1月18日ごろに各小学校
から送付しました。必要事項を記入
し、指定された学校へ提出してくだ
さい。
対象  4月に入学する子ども(平成28
年4月2日～29年4月1日生まれ)の
保護者

外国籍で市立小学校に入学を希望す
る方
区役所企画総務課(南区は区政企画
室〈☎FAX区版1ページ〉)で申請して
ください。

同通知書が届かないか、内容に誤り
があった方
問へご連絡ください。

問 学務課
　 (☎228-7485　FAX228-7256)

のびのびルームなど
4月からの利用者　2次募集

受付  
①2月20～28日 ②3月1～24日
①は期間内、②は各日で優先順位を
決定
要申込  実施校区や申込方
法など詳しくは、市HP
(QRコード)参照

問 放課後子ども支援課
　 (☎228-7491　FAX228-7009)

子育ての悩みを共有できるお話し会
「ママのほっこり一息タイム」

託児もあります
ので、ママさん
同士でゆっくり
話しませんか。
対象  3歳まで
の子どもとその
母親
日時  3月2・9・16日10時30分～
12時
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丁
499)
要申込  2月17日までに問へ　抽選

問 同センター
　 (☎252-3521　FAX252-3522)

市立堺高校入試説明会と出願受付  

入試個別説明会
各学科のブースを設置し、個別に説
明・相談を受け付けます。
対象  中学3年生とその保護者
日時  2月18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3・6・7日
詳しくは同校HP
(QRコード)参照

学科 募集  検査教科 

全
日
制 

サイエンス創造科 40人 
国語 
数学 
英語 
理科 
社会

機械材料創造科 80人 

建築インテリア創造科 40人 

マネジメント創造科 80人 

定
時
制 

機械自動車創造科
建築創造科

（総合募集）  
35人 国語

数学
英語 マネジメント創造科 35人

問 同校
(全日制☎240-0840   FAX252-6601 
定時制☎240-0841   FAX252-6404)

ひとり親家庭の養育費
受け取りを支援

公正証書などの作成費用や養育費の
保証料を補助しています。
対象  児童扶養手当を受給している
か、同じ所得水準のひとり親

公正証書等作成促進給付金の
申請期限を変更しました

申請期限

変更前
公正証書の作成などを
した日の翌年度4月30
日まで

変更後 公正証書の作成などを
した日から6カ月以内

※ 令和4年度中に公正証書を作成し
た方の申請期限は、お問い合わせく
ださい。

詳しくは市HP
(QRコード)参照

問 子ども家庭課
　 (☎228-7331　FAX228-8341)

育児支援ヘルパー
登録事業者を募集

妊娠中や出産後の家事・育児が困難
で、お手伝いをしてくれる人がいな
い方に対して、育児支援ヘルパーを
派遣する事業です。
対象  市内に活動拠点があり、ヘル
パーの派遣ができる団体
受付  2月28日まで
詳しくは問にある募集事
項や市HP(QRコード)参照

問 子ども育成課
　 (☎228-7612　FAX228-8341)

税　金

市・府民税の申告について
5ページでご案内しています

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

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申
告書に添付
同認定書の交付手続きなど、詳しく
は問へ

問 区役所地域福祉課
　 (☎FAX区版1ページ)

福祉医療費助成を受ける方は
税の申告を

対象  次の助成を受ける方

▽  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。

問 区役所保険年金課
　 (☎FAX区版1ページ)

国民年金保険料全額が
税の社会保険料控除の対象に

次の書類を確定申告書か市・府民税
の申告書に添付してください。
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
年中の保険料納付額の証明書
昨年10月以降に初めて納めた方
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

※ 昨年中の保険料納付額が社会保険
料控除の対象となりますが、来年3
月までの前納分は各年の保険料を
各年に控除することもできます。

問 ねんきん加入者ダイヤル
 (☎0570-003-004)か
 堺東年金事務所
　 (☎238-5101)か
 区役所保険年金課
 (☎FAX区版1ページ)

社会保険料(国民年金保険料)控除
証明書の電子送付サービスを開始

社会保険料(国民年金保険料)控除
証明書の電子データをマイナポータ
ルの「お知らせ」で受け取れます。
e-Taxでの確定申告などで利用する
ことができます。
手続きなど詳しくは、
日本年金機構HP
(QRコード)参照

問 ねんきん加入者ダイヤル
 (☎0570-003-004)か
 堺東年金事務所
　 (☎238-5101)か
 区役所保険年金課
 (☎FAX区版1ページ)

今月の納税
固定資産税・都市計画税第4期分

納期限  2月28日

納付方法は納付書か市HP
(QRコード)参照

問 納税課
 (☎FAX区版1ページ)か
 税務運営課　収納係
 (☎228-3957　FAX228-7618)



●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。
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健　康
日本脳炎予防接種
20歳までに不足分の接種を

12歳までに計4回の接種が済んでい
ない方は、特例対象として20歳の
誕生日前日まで不足分を接種するこ
とができます。
対象  平成14年4月2日～19年4月1
日に生まれた方
場所  市内の実施医療機関
要申込  直接接種する医療機関へ
※対象年齢を過ぎると全額自己負担
　になります。
実施医療機関など詳しくは、問へ

問 保健センター
　 (☎FAX区版1ページ)

障害のある方の歯科治療について
オンライン講演会

身体、精神、心理的にさまざまな障害
や疾患があり、一般的な歯科治療が
困難な方への対応をお伝えします。
日程  2月17～28日
対象  発達障害のある方の家族や医
療従事者
講師  岡山大学病院教授・江草正彦
さん
動画は堺市歯科医師会HP
(QRコード)参照

問 堺市歯科医師会
　 (☎243-0111　FAX243-8500)

子どもの定期予防接種
市外での接種費用を助成

対象  

▽  里帰り出産のため、市外で1歳未
満の定期予防接種を受ける方

▽  病状による理由により市外の医療
機関で定期予防接種を受ける方
手続き
接種前に予防接種実施依頼書の申請
が必要です。問で申請してください。
助成
接種した日から1年以内に、接種費
用の助成の申請ができます。
申請方法や必要書類など詳しくは、
問へ

問 保健センター
　 (☎FAX区版1ページ)

こころの健康づくりはじめませんか
メンタルヘルス市民講演会

自分自身や親しい人のメンタルヘル
スを振り返るきっかけにしませんか。
オンラインで配信するので、自宅で好
きな時間に視聴できます。
テーマ  コロナ禍のメンタルヘルス
―女性のライフサイクルにおけるう
つ病―
日程  2月1～28日
講師  清水クリニック院長・清水聖保
さん
要申込  申込方法など詳し
くは、市HP(QRコード)
参照

問 精神保健課
　 (☎228-7062　FAX228-7943)

福　祉
身近な人の心と命を守るために
ゲートキーパーのこと学びませんか

堺市こころの健康推進キャラクター
さかいこころちゃん

悩んでいる人に気付き、声をかけ、話
を聴いて必要な支援につなげ、見守る

「ゲートキーパー」の研修を行います。
日時  3月6日(月)14～15時30分
場所  市役所
対象  市内在住の方
要申込  2月24日まで
申込方法など詳しくは、
市HP(QRコード)参照

問 こころの健康センター
　 (☎245-9192　FAX241-0005)

障害者手帳をお持ちの方へ
フライングディスク大会

日時  3月21日(祝日)12時30分～17時
場所  J-GREEN堺(堺区築港八幡町
145)
対象  小学生以上の障害者手帳を
持っている方とその介護者
要申込  申込方法など詳しくは、問へ

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

ハンセン病問題講演会

ハンセン病回復者やその家族による
シンポジウムをオンラインで開催し
ます。
テーマ  私にとってのハンセン病問
題～偏見・差別解消に向けて、さま
ざまな立場の人びととの連携をどう
進めるか～
日時  2月25日(土)13～16時
要申込  申込方法など
詳しくは、市HP
(QRコード)参照

問 感染症対策課
　 (☎222-9933　FAX222-9876)

聞こえのセミナー

テーマ  人工内耳のお話～医師とし
て当事者として～
日時  2月25日(土)14～16時
場所  健康福祉プラザ(堺区旭ヶ丘
中町4丁3-1)
対象  聞こえない・聞こえにくい方
とその家族
講師  日野記念病院医師・安岡公美
子さん
要申込  2月18日まで
申込方法など詳しくは、
同プラザHP(QRコード)
参照

問 同プラザ
 視覚・聴覚障害者センター
 (☎275-5024　FAX243-2222)

年金・保険
保険料納付　口座振替にしたい方へ
キャッシュカードで手続きできます

区役所保険年金課の窓口でキャッシ
ュカードを使って国民健康保険・後
期高齢者医療保険料の口座振替の申
し込みができます。
申込  口座名義人本人が問の窓口へ
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。

問 区役所保険年金課
　 (☎FAX区版1ページ)

平日に届け出に行くのが難しい方へ
国民健康保険　日曜窓口を開設

加入・脱退の届け出や、保険料の納
付相談などができます。
日時  2月26日(日)9～12時
場所  区役所保険年金課

問 同課
　 (☎FAX区版1ページ)

国民年金保険料の納付は便利な
口座振替やクレジットカードで

納付書で納めるよりも割引される場
合があります。

口座振替
申込  金融機関や年金事務所にある
申出書(日本年金機構HPからダウン
ロードできます)を口座をお持ちの
金融機関やお近くの年金事務所へ
持物  基礎年金番号が分かるもの、
通帳・届出印

クレジットカード
申込  お近くの年金事務所へ
持物  基礎年金番号が分かるもの、
クレジットカード

いずれも郵送での手続きが可能です。
開始月や割引額など詳しくは、問へ

問 堺東年金事務所
 (☎238-5101)か
 区役所保険年金課
 (☎FAX区版1ページ)



●申込方法など詳しくは、ご案内する　 (ホームページ)でご覧になるか、問(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。

HP
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くらし
献血にご協力を　2月の会場

堺東献血ルーム 木・第３日曜日を除く毎日
(要予約)

サカイ引越セン
ター本社 3日

アリオ鳳 8日

イオンモール
堺鉄砲町 18・19日

馬場記念病院 21日

健康福祉プラザ 22日

イオンモール
堺北花田 26日

問 大阪府赤十字血液センター
 (  0120-326759)か
 市民協働課
 (☎228-7405　FAX228-0371)

マイナンバーカード
日曜日でも受け取れます

日時  2月26日(日)9～12時
場所  区役所市民課
持物  交付通知書・通知カード・本
人確認書類 

問 区役所市民課
 (☎FAX区版1ページ)

犬を飼っている方が
引っ越しするときは届出が必要です

引っ越しなどで、飼い犬の住所が変
わった場合は、住所変更の手続きを
してください。

▽  市外へ転出する場合は、転出先の
市町村で手続きを行う

▽  市内で転居する場合は、市電子申
請システムの利用も可

▽  マイクロチップ登録済の犬は、指
定登録機関へ(市に報告は不要)

▽  転入の届け出と鑑札の交換(無料)
は、最寄りの保健センターか動物
指導センター(堺区東雲西町1丁
8-17)へ

問 動物指導センター
　 (☎228-0168　FAX228-8156)

脱毛エステの
中途解約・精算トラブルにご注意

「永久保証」「5年通い放題」「回数無
制限」など、長期間の施術を前提とす
る脱毛エステのトラブルが増えてい
ます。

相談事例
永久に通えると言われ高額な脱毛エ
ステ契約を申し込んだ。通っていた
店が統廃合で閉店になり、遠方の店
には通えず解約を申し出ると、無償
期間に入っているので返金は出来な
いと言われた。

ポイント

▽   脱毛エステの長期間契約は、「有
償」と「無償」の期間・回数が組み
合わさっている契約が多い

▽   数回しか通っていなくても「有償」
の期間・回数部分が終了すると返
金などが容易ではない

▽   事業者の経営悪化により、返金が
困難となる事例が増えている

アドバイス
脱毛エステに限らず長期間の契約を
するときは、有償の期間・回数など
契約内容をよく確認し、慎重に判断
しましょう。

困ったことがあればお早めにご相談
ください。

問 消費生活センター
　 (☎221-7146　FAX221-2796)

堺が好き　歴史が好きな方におすすめ
堺観光ボランティアガイド募集

いずれも 場所  堺市総合福祉会館(堺
区南瓦町2-1)

入門講座
日程  4月4日～6月22日(全11回)　
対象  堺の歴史と文化に興味があり、
パソコンをお持ちでメールの送受信
や印刷が可能な方　有料  2,000円

事前説明会
日時  3月19・23日14時から(どち
らかに参加が必要)
要申込  2月1日～3月18日
詳しくは堺観光ボランティ
ア協会HP(QRコード)参照

問 堺観光ボランティア協会
 (☎FAX233-0531)か
 観光推進課
 (☎228-7493　FAX228-7342）

地震や津波、武力攻撃に備え
Ｊアラート全国一斉訓練

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。 
日時  2月15日(水)11時から

問 危機管理課
　 (☎228-7605　FAX222-7339)

安心してインターネットを使うため
対策を見直しましょう

2月1日～3月18日はサイバーセ
キュリティ月間です。
インターネットを利用するときは、
次のことに注意しましょう。

▽  身 に 覚 え の な い メ ー ル の 添 付
URLは開かない

▽  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
大阪府警察HP(QRコード)
参照

問  府警察本部サイバーセキュリ
ティ対策課(☎06-6943-1234　
FAX06-6943-3088）

お買物・くらしの川柳
入賞作品が決定

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。

問 消費生活センター
　 (☎221-7908　FAX221-2796)

「
だ
ま
さ
れ
な
い
」　

そ
ん
な
あ
な
た
が
　

だ
ま
さ
れ
る

優秀賞

い
ら
ん
け
ど
　

　
何
か
お
得
で
　
　
　

　
　
買
っ
て
ま
う

苦
労
し
て
　

貯
め
た
ポ
イ
ン
ト
　
　

　
　
　
期
限
切
れ

忘
れ
る
な

  

未
来
の
た
め
の
　

        

エ
コ
バ
ッ
グ

佳作

悪
い
話

  

直
感
、違
和
感
　
　
　

    

こ
り
ゃ
い
か
ん

優秀賞

佳作 佳作

オ
レ
や
オ
レ

　 

心
の
中
は
　

　
　
　 

金
や
金
　

最優秀賞

環濠を巡る堺のんびりクルーズ
ボランティア募集

堺のんびりクルーズは、中世の堺が
自由都市だった頃にできた環濠を遊
覧船で巡るツアーです。
船でガイドしたり、ツアーのお手伝
いなどをしたりするスタッフを募集
しています。
活動  3月下旬～11月下旬（夏季期
間は除く）
資格  不要
詳しくは問へご連絡くだ
さい。

問 観濠クルーズSakai
 (☎229-8851)か
 観光推進課
 (☎228-7493　FAX228-7342）

堺を花でいっぱいにしませんか
花のボランティアを募集

種から花苗を育て、「花づくり・花か
ざり・花守(も)り」の活動を行うボ
ランティア会員を募集します。市内
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、原池公園)で活動します。
説明会  3月12日(日)13時30分から
場所  フェニーチェ堺(堺区翁橋町2
丁1-1)
対象  市内在住・在勤・在学の方
有料  ボランティア保険加入費
要申込  2月10日までに問へ 

問 堺市公園協会
　 (☎245-0070　FAX245-0069)

微小粒子状物質（PM2.5）
濃度上昇にご注意ください

黄砂などの影響でPM2.5が高濃度
になりやすい時期です。
府では、PM2.5が高濃度になると、注
意喚起の情報をメールで配信します。
｢おおさか防災ネット｣HP(QRコード)
の｢防災情報メール｣から登録してく
ださい。
注意喚起されたときは、不
要不急の外出や屋外での
長時間の激しい運動を控
えましょう。

問 環境共生課
　 (☎228-7440　FAX228-7317)
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お知らせ
市議会議員一般選挙
立候補予定者説明会  

4月9日(日)執行予定の市議会議員
選挙の立候補予定者説明会を行いま
す。
日程  2月13日(月)
場所  フェニーチェ堺(堺区翁橋町2
丁1-1)
時間  

▽  堺・東・北・美原区の立候補予定者
＝10時30分から

▽  中・西・南区の立候補予定者
＝14時30分から

立候補予定者1人につき2人まで参
加可。

問 選挙管理委員会事務局
　 (☎228-7875　FAX228-7883)

危険物関係の申請・届け出は
市電子申請システムで  

危険物関係の申請・届け出は、市電
子申請システムを利用できます。
なお、詳しい利用方法を
YouTube動画(QRコード)
で確認できます。

問 危険物保安課
　 (☎238-6006　FAX228-8161)

来館せずに図書館の
貸出利用登録ができます  

2月から来館不要の図書館利用登録
サービスを開始します。
市電子申請システムで必要書類の画
像データを申請すると、図書館から
メールで利用者番号をお知らせしま
す。スマホの貸出番号表示機能の
バーコードが電子版貸出カードにな
ります。
なお、プラスチックの貸出カードは
発行しません。
対象  市内在住・在勤・在学でまだ
市立図書館の貸出カードを持ってい
ない方

問 中央図書館総務課
　 (☎244-3811　FAX244-3321)

栂文化会館
8月から一部施設の利用を休止

空調工事に伴い、会議室や講座室な
どの利用を8〜12月にかけて順次休
止します(南図書館栂分館は通常通
り)。
詳しくは市HP(QRコード)
参照

問 文化課
　 (☎228-7143　FAX228-8174)か
 栂文化会館
　 (☎296-0015　FAX291-7083）

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3年度の人事行政の運営などの
状況を市HP(QRコード)
に公表しています。 

問 人事課
 (☎228-7907　FAX228-8823)
 労務課
 (☎228-7407　FAX228-8823)

転出届が
オンラインでできるようになります  

2月6日から、転出の届出がマイナ
ンバーカードを利用して、マイナ
ポータルからオンラインでできるよ
うになります。
マイナポータルから転出届の提出を
した後は、別途、転入先市町村の窓
口で転入届などの手続きが必要で
す。
詳しくは市HP(QRコード)
参照

問 戸籍住民課
　 (☎228-7739　FAX228-0371)

農業委員
農地利用最適化推進委員を募集  

①農業委員
農地の権利移動・転用などに関する
現地調査や許可申請に対する審議な
どを行います。会議出席あり。

②農地利用最適化推進委員
担当地域の農地調査や農地利用の最
適化推進活動などを行います。会議
出席あり。

いずれも
対象  農業に関する識見を有し、委
員としての職務を適切に行うことが
できる方
任期  7月から3年間
報酬  41,000円(月額)
申込  2月1〜28日(延長の場合あ
り。詳しくは市HP参照）
選考  ①14人 ②13人

問 ①は農水産課
 (☎228-6971　FAX228-7370)
 ②は農業委員会事務局
 (☎228-6825　FAX228-7410)

文化芸術審議会　市民委員を募集

文化芸術の振興に関す
る事項について調査・審
議します。
対象  市内在住・在勤・在
学の18歳以上の方
任期  7月から2年間
報酬  会議出席ごとに10,200円
申込  2月1〜17日
選考  2人
詳しくは市HP(QRコード)
参照

問 文化課
　 (☎228-7143　FAX228-8174)

KIX泉州国際マラソン
交通規制にご協力を  

KIX泉州国際マラソンの開催に伴い
交通規制が行われますので、ご協力
をお願いします。
日時  2月12日(日)10時15分〜12時
10分ごろ

交通規制に伴い、南海バスは一部、
運行休止や、う回運転を行います。
詳しくは市HP(QRコード)
参照

問 KIX泉州ツーリズムビューロー
 (☎072-479-3620)か
 スポーツ推進課
 (☎228-7437　FAX228-7454)

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  

堺の魅力を一緒に
PRしましょう

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。
対象  堺の魅力を語ることができる
18歳以上の方(高校生は除く)

申込方法など詳しくは
堺観光コンベンション協
会HP(QRコード)参照

問 同協会
　 (☎233-6601　FAX233-8448)

「広報さかい」に広告を出しませんか

「広報さかい」では歳入確保のため広
告を募集しています。

問 紙面掲載は広告代理店 ウィット 
 (☎072-668-3275
   FAX072-668-3276) 
 折込広告は
 YDS府下南部地区本部
 (☎232-7772　FAX232-7773)

荒
こうぜん

山公園の駐車場
期間限定で有料になります  

梅や桜が見ごろの
時期に、車の混雑
を避けるため臨時
駐車場を増設し、
期間中は駐車場を
有料化します。
場所  荒山公園(南区宮山台2丁3) 
期間  2月10日〜4月9日
公共交通機関での来園に
ご協力をお願いします。
詳しくは市HP(QRコード)
参照

問 泉ヶ丘公園事務所
　 (☎291-1800　FAX296-9676)

監視指導計画（案）
ご意見を募集  

食の安全・安心の確保に向けた令和5
年度の取組などを策定
受付  2月1〜28日 
詳しくは市HP参照

問 食品衛生課
　 (☎222-9925　FAX222-1406)

傍聴 堺市の会議開催予定

受付時間はお問い合わせください。

堺市総合
教育会議

2月6日(月)
15：00から

政策企画部
計画推進担当
☎228-7517
FAX222-9694

堺市
がん対策
推進委員会

2月8日(水)
14:00から

健康推進課
☎222-9936
FAX228-7943

農業委員会
総会

2月9日(木)
13：30から

農業委員会
事務局
☎228-6825
FAX228-7410

教育委員会
定例会

2月21日(火)
14:30から

教育政策課　
☎228-7925　
FAX228-7890

百舌鳥古墳群
等史跡保存整
備委員会

2月27日(月)
14:00から

文化財課
☎228-7198
FAX228-7228

堺市
緑の政策
審議会

3月1日(水)
10:00から

公園緑地
整備課
☎228-7424
FAX228-1336

堺市
自殺対策
連絡懇話会

3月2日(木)
14:00から

精神保健課
☎228-7062
FAX228-7943

堺市ホームページに
広告を掲載しませんか

市のホームページに掲載するバナー
広告を募集しています。掲載料など
は、広告代理店にお問い合わせくださ
い。詳しくは市 HP（QRコー
ド）参照

問 キョウエイアドインターナショナル
 (☎03-5860-9468　
   FAX03-5860-9469)
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採用情報
令和5年1月19日時点の情報です。

【　 】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。  

市の採用情報はこちら

募集職種 勤務地 問い合わせ先

保健師 健康推進課
(☎222-9936　FAX228-7943)

発達支援コーディネーター 市役所、区役所など 障害支援課
(☎228-7411　FAX228-8918)

薬剤師　獣医師　化学職 環境薬務課
(☎222-9940　FAX222-9876)

児童虐待防止相談員
家庭相談員 市役所、区役所など 子ども家庭課

(☎228-7331　FAX228-8341)

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)

助産師 保健センター
(中区を除く)

保健センター
(☎FAX区版1ページ)

保育教諭(日中、朝夕、朝か夕)　
看護師　調理スタッフ

幼保連携型認定
こども園

幼保運営課
(☎228-7231　FAX222-6997)

土地家屋調査士 路政課(☎228-7417　FAX228-8865)

土地家屋調査士　測量士 法定外公共物課(☎228-7093　FAX228-8865)

高齢者相談員 東区役所地域福祉課
(☎287-8112　FAX287-8117)

保育士(子育て支援業務) 中区役所子育て支援課
(☎270-0550　FAX270-8196)

講師【臨時・非常勤】
養護助教諭【臨時】　栄養士【臨時】　
学校事務【臨時】

幼稚園、小・中学校、
支援学校、高校

教職員人事課
(☎228-7438　FAX228-7890)

特別支援教育支援員 幼稚園、小・中学校の
支援学級、支援学校 支援教育課

(☎228-7436　FAX228-7421)
医療的ケア看護職員 小・中学校の支援学級、

支援学校	

日本語指導員【登録制】 幼稚園、小・中学校、
支援学校、高校

人権教育課
(☎228-7484　FAX228-7421)

預かり保育担当 幼稚園 能力開発課
(☎270-8120　FAX270-8130)

調理員 百舌鳥支援学校分校
学校給食課
(☎228-7489　FAX228-7256)

栄養士 中学校給食民間調理場
巡回

オフィススタッフ【契約】
メディカルアシスタント【契約】
看護助手【契約・パート】
ホスピタルアシスタント
【契約・代替】

堺市立総合医療センター
(人事課　☎274-3140　FAX272-9911)

保育士　児童指導員　
【いずれもアルバイト】

堺市社会福祉事業団　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)

社会福祉【非常勤】
主任ケアマネジャー【非常勤】

堺市社会福祉協議会
(☎232-5420　FAX221-7409)

事務【非常勤】 堺市シルバー人材センター
(☎260-0468　FAX274-8801)
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企業のホンネを知る！
「これからの女性のしごと！」

女性を採用したい企業の「ホント」
が分かる、働き続けたい女性のため
のセミナー＆企業交流会です。
日時   2月14日(火)13～15時30分
場所  サンスクエア堺(堺市駅前)
要申込  先着順

問 さかいJOBステーション
( 0120-245108　FAX238-4605)

「ｅ-わーきんぐSAKAI」
労働メールマガジン登録者募集

労働者や事業主、求職者の皆さん
に、毎月15日ごろにメールで配信
します。

▽  就職支援セミナーやイベントなど
の情報

▽労働関係法令の改正
▽ハローワークからの情報

詳しくは市HP(QRコード)
参照

問 雇用推進課
 (☎228-7404　FAX228-8816)

外国の方の雇用を考えている事業者
ベトナム企業との交流ウェブセミナー

ベトナムの若者に日本で働くために
必要なスキルや日本語の研修などを
行うベトナム企業の現地社員と、オ
ンラインで交流します。
ベトナムの現状や日本語学習の様子
の配信とあわせて、日本で働くベト
ナム人が増加している背景などを日
本語で伝えます。
日時  2月22日(水)10時30分～11時
30分
要申込  
詳しくは市HP(QRコード)
参照

問 アセアン交流推進室
 (☎222-7343　FAX228-7900)

求　職
市立学校園講師になりませんか
新規登録・相談会 

市立幼稚園、小・中学校、特別支援
学校、高校の教職員が出産や病気な
どで休んでいる間に勤務する講師な
どの新規登録・相談会を行います。 
日時  2月4・11日10～17時、6・
16日14～20時
場所  市役所
対象  教員免許を取得済みで現在教
員として勤務していない方や、事情
で学校現場を離れている方
要申込  電話で問へ 

問 教職員人事課講師バンク
 (☎228-3946　FAX228-7890)

企業・団体
総務・人事などのデジタル化
バックオフィスDXセミナー

正しいDX（デジタル・トランスフォー
メーション）化の手法と、経理や財務、
人事事務などのバックオフィス業務の
デジタル化などについて解説します。
日時  2月21日(火)14～16時
場所  堺商工会議所(中百舌鳥駅前)
有料  会員は無料
要申込  先着順

問 同会議所
 (☎258-5503　FAX258-5580)

事業所から出るリサイクルできる
紙類はごみとして出せなくなります

来年1月1日から、事業所から出る
リサイクル可能な紙類の清掃工場へ
の搬入を禁止します。事業系ごみ
(一般廃棄物)の処理を業者や市へ依
頼している場合も、ごみとして出す
ことはできません。
紙類はペーパーレスに取り組み、分
別してリサイクルすることで、今よ
りごみを減量でき、ごみ処理費用の
削減にもつながります。
紙類のリサイクルは次のとおり対応
をお願いします。
① 現在契約している処理業者に相談

(市に継続ごみの処理を依頼して
いる場合は②か③へ)

② 古紙取扱業者に回収を依頼
③自ら古紙取扱業者に持ち込む
詳しくは市HP(QRコード)
参照

問 紙類のリサイクルについては
 資源循環推進課
 (☎228-7479　FAX228-7063)
 清掃工場への搬入禁止につい
 てはクリーンセンター管理課
 (☎252-0815　FAX251-9646)
 継続ごみについては
 環境業務課
 (☎228-7429　FAX229-4454)

 広報戦略推進課
(☎228-7340　FAX228-8101)

堺市公式インスタグラム
ぜひフォローしてください！
風景やグルメなど堺の魅力を
すてきな写真で紹介しています。
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外国にルーツを持つ子どものために
佐々木マリアナ春美さん　講演会

日系ブラジル人
2世で、「外国に
ルーツを持つ子
ども」として育っ
た佐々木マリア
ナ春美さん【写
真】が、体験談や
今の取組を話し
ます。
日時  3月12日(日)14～16時
場所  多文化交流プラザ・さかい(堺
区南瓦町2-1堺市総合福祉会館内)
要申込  2月16日まで。抽選
詳しくは市HP
(QRコード)参照

問 国際課
　  (多文化交流プラザ・さかい
　  ☎340-1090　FAX340-1091)

安全でおいしい野菜づくりを学ぶ
みないき農業塾　受講生募集

日程  4月11日～来年3月13日
場所  みないき農業塾圃(ほ)場(南区
畑568-3)
有料  要申込  3月20日まで
詳しくは市HP
(QRコード)参照

問 南いきいきファーム推進会
 (☎080-3430-4511)か
 南区役所区政企画室
 (☎290-1805　FAX290-1814)

新しいお店を開拓しよう
堺東まちなか“逸品バル”『ガシバル』

期間中、参加店舗で飲み物と逸品の
特別メニューがお得に楽しめます。
チケット制で事前購入が必要です。
チケット  4枚つづり3,000円(前売

り2,800円)。使い切れなかったチ
ケットは後日開催の「あとバル」で
金券として使えます。
日程  2月15～18日、あとバル19～25日
場所  堺東商店街(堺区中瓦町)など
参加店舗など詳しくは、
ガシバル特設HP
(QRコード)参照

問  ガシバル｢そや堺ええ街つくり隊｣
事務局

 (☎090-4906-7449〈12～17時〉
   FAX232-4700)

楽しむ・学ぶ
大阪府指定無形民俗文化財
堺緞通を展示

堺緞通と織機
江戸時代に生産が始まり、明治時代
にはアメリカやヨーロッパに盛んに
輸出されていた堺緞通(だんつう)を
紹介します。
日時  2月1～27日10～17時
(火曜日は休館)　
場所  町家歴史館山口家住宅(堺区
錦之町東1丁2-31)
有料  入館料
詳しくは市HP
(QRコード)参照

問 文化財課
　 (☎228-7198　FAX228-7228)

ベトナム　ダナン＆ホイアン街歩き
ライブツアー

ビーチリゾート・ダナンと、世界文
化遺産の街ホイアンの観光スポット
や市場、食文化を紹介します。
日時  2月28日(火)15～16時
要申込  2月13日まで。先着順
詳しくは市HP
(QRコード)参照

問 堺・アセアンウィーク
  実行委員会事務局
 (アセアン交流推進室内
 ☎222-7343　FAX228-7900)

日本遺産
竹内街道・横大路(大道）まつり

古代衣装体験や同日開催の飛鳥ハー
フマラソンとのコラボ大抽選会など
を実施します。
日時  3月12日(日)10～14時
場所  国営飛鳥歴史公園キトラ古墳
周辺地区(奈良県高市郡明日香村)
詳しくは竹内街道・横大路
(大道)活性化実行委員会
HP(QRコード)参照

問 観光推進課
　 (☎228-7493　FAX228-7342)

運動を始めるきっかけにしませんか
体力測定会

日時  3月5日(日)9時30分～12時
場所  金岡公園体育館（北区長曾根
町1179-18）
対象  20～79歳の方
要申込  2月28日まで
詳しくは問か堺市教育スポーツ振
興事業団HP参照

問 同事業団
　 (☎294-6111　FAX237-6001)

やっぱえぇやん堺旅
デジタルスタンプラリー

JR西日本公式アプリ「WESTER」を
使ってスタンプを集めながら市内を
巡りませんか。
賞品の抽選や、健康アプリ「アスマイ
ル」のポイント付与もあります。
期間  3月11日まで
詳しくはやっぱえぇやん堺旅デジタ
ルスタンプラリー事務局HP
(QRコード)参照

問 同事務局
　 (☎06-6371-1076)か
 観光推進課
　 (☎228-7493　FAX228-7342)

心ひかれる写真に1票を
堺の希少種フォトアワード

令和3年年間アワード受賞写真
皆さんの投票などで優秀作品を決定
します。市役所本館の特設会場や、
Instagram、堺いきもの情報館 HP
で投票できます。
日程  2月1～14日
詳しくは同館HP
(QRコード)参照

問 環境共生課
　 (☎228-7440　FAX228-7317)

百舌鳥・古市古墳群に魅せられて
―調査と研究の最前線―

世界遺産における最新の調査・研究
成果を報告します。
日時  3月18日(土)13～16時
場所  藤井寺市立市民総合会館(藤
井寺市北岡)
講師  鹿児島大学総合研究博物館教
授・橋本達也さんほか
要申込  2月28日17時まで。先着順
申込フォームHP(QRコード)で
詳しくは問へ

問 百舌鳥・古市古墳群世界遺産
 保存活用会議事務局
 (☎06-6210-9742
   FAX06-6210-9316）

いづみ健老大学受講生募集

5月からの講座の受講生を募集します。
場所  泉ヶ丘センタービル(泉ケ丘駅前)
有料  要申込  2月8日～4月15日
講座内容など詳しくは、
同大学HP(QRコード)参照

問 同大学
 (猪股☎090-1485-6718)か
 生涯学習課
　 (☎228-7631　FAX228-8070)

日・ベトナム外交関係樹立50周年
記念コンサート

ベトナム国立交響楽団首席指揮者の
本名徹次さん、ベトナム人バイオリニス
ト、大阪交響楽団によるコンサート。
日時  4月6日(木)19時から
場所  フェニーチェ堺(堺区翁橋町2
丁1-1)
有料  要申込   
詳しくは市HP
(QRコード)参照

問 アセアン交流推進室
　 (☎222-7343　FAX228-7900)

明治維新の出来事を語り継ぐ
国際理解講座　「堺事件」

日時  2月23日(祝日)13～17時
場所  妙國寺(堺区材木町東4丁1-4)
有料  要申込   

問 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)

子どもから大人まで楽しめる
原池フェスタ

       グラブづくり　　    スケートボード

スポーツ縁日やBBQ体験の他、家
族で楽しめるイベントや、健康アプ
リ「アスマイル」の登録サポートな
ど普段の生活に便利な情報をお届け
するブースを設置します。
日時  2月19日(日)9時30分～16時
場所  原池公園(中区八田寺町320)
一部のイベントは有料  要申込   
詳しくは原池公園HP
(QRコード)参照

問 原池公園体育館
　 (☎278-1004　FAX278-1044)

NHKジュニアスケボースクールin堺

主に初心者や小学生向けの内容です
日時  2月18・19日9時45分～16時
場所  原池公園(中区八田寺町320)
要申込  2月12日まで
詳しくはNHK大阪HP
(QRコード)参照

問 NHK大阪放送局
 (☎06-6941-0431)か
 スポーツ推進課
 (☎228-7437　FAX228-7454)

ヴァイオリン
ブイ・コン・ズイ

指揮
本名 徹次
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 フェニーチェ堺 ☎223-1000
℻223-1005

堺区翁橋町2丁1-1

開館  9～22時　休館  第1・3月曜日

大阪交響楽団×堺シティオペラ
テアトロ・トリニタリオ2023喜歌劇「こうもり」 3月19日（日）14時から 有料  要申込

対象  
小学生以上原 由莉子　ピアノ＆トークコンサート 3月18日（土）14時から

 大仙公園日本庭園 ☎℻
247-3670

堺区大仙中町（大仙公園内）

開園  9時30分〜16時30分
休園  月曜日

天神餅職人から学ぶ
初春の和菓子作り講習会 2月26日（日）10〜11時30分 有料  要申込

ウェスティ ☎275-0120
℻275-0130

西区鳳東町6丁600

開館  9〜22時　休館  月曜日

おなかの中の赤ちゃんもワクワク
0歳からのうたとオーケストラコンサート 3月26日（日）14時から 有料  要申込

 栂文化会館 ☎296-0015
℻291-7083

栂・美木多駅前

開館  9〜22時　休館  月曜日

フェスティバルin栂　
①名画鑑賞会「シャレード」
②名曲を合唱　「栂文うたごえ広場」

①2月17日（金）13時30分から
②2月18日（土）13時から

有料  要申込
対象  
小学生以上

シマノ自転車博物館 ☎221-3196
℻221-3197

堺区南向陽町2丁2-1　

開館  10〜16時30分　休館  月曜日

親子でチャレンジしよう
「うさぎのおひなさま」手作り教室 2月5日（日）10・11・13・14時から 要申込

 さかい利晶の杜 ☎260-4386
℻260-4725

堺区宿院町西2丁1-1

開館  9〜18時　休館  2月21日

初心者歓迎　三味線にふれてみよう！ 2月18日（土）
10時30分〜12時、13時30分〜15時 有料  要申込

まち歩き演劇「忘れじの朝（あした）」
晶子ゆかりの地を巡る物語！

3月4・5日
11〜12時30分、14時30分〜16時 有料  要申込

 ビッグバン ☎294-0999
℻294-0998

泉ケ丘駅前

開館  10〜17時　休館  月曜日

体験型演劇ワークショップ
「スペースラビリンス〜あなたが主人公！みんなで

 キャラクターを演じよう〜」

2月26日（日）
13〜14時、15〜16時

有料  入場料
対象  3歳以上

 堺伝匠館 （堺伝統産業会館） ☎227-1001
℻227-5006

堺区材木町西1丁1-30

開館  10〜17時　休館  第3火曜日

職人が教える「雪花染め体験」 2月18日（土）
13時30分・14時・14時30分から 有料  要申込

堺刃物伝統工芸士が指導する包丁研ぎ教室 2月23日（祝日）
13〜14時50分、15〜16時30分 有料  要申込

 ソフィア・堺　中文化会館 ☎270-8110
℻270-8119

中区深井清水町1426

開館  9～22時
休館  月曜日 （プラネタリウムは7日も）

映画「老後の資金がありません！」 3月5日（日）10時30分、14時30分から 有料  要申込

親子パンづくり〜いちごメロンパン〜 3月21日（祝日）13時30分〜17時
有料  要申込
対象  小学生と
その保護者

施　設
フェニーチェ堺  

堺・チェコ文化交流事業
プラガ・カメラータ
 

名門オーケストラ「プラハ交響楽団」や「チェコ・
フィルハーモニー管弦楽団」の名演奏家たちに
よる豪華アンサンブルをお楽しみください。
日時  3月5日(日)15時から
対象  小学生以上　有料  要申込  
詳しくはフェニーチェ堺HP
(表内QRコード)参照

問 フェニーチェ堺(堺区翁橋町2丁1-1
 ☎223-1000　FAX223-1005)

堺 アルフォンス・ミュシャ館  

開館  9時30分〜17時15分　有料  観覧料
休館  月曜日、2月14・15・24日

ミュシャ・スタイルの
グリーティングカード【写真】を作ろう
ミュシャのデザインモ
チーフをハサミで切
り出し、オリジナルグ
リーティング・カード
を作りませんか。
日時  2月19日（日）
11〜15時
有料  

問 堺 アルフォンス・ミュシャ館
 (堺市駅前
 ☎222-5533　FAX222-6833)

ハーベストの丘  

開園  10〜17時　有料  入園料
休園  2月１・８・15・22日

カピバラ温泉【写真】
カピバラもあったかい温
泉が大好き。のんびり、
ごろごろする姿に癒され
に来ませんか。
※ カピバラはその時の

気分で温泉に入らな
い場合もあります。
日程  2月28日まで
(雨天中止)

いちごシュークリーム作り
自分で泡立てた生クリームとカスタードクリー
ム・あんこ・いちごをトッピングしてみよう。
日時  2月の月〜金曜日11時から（祝日は除く）
有料  要申込  

問 ハーベストの丘
 (南区鉢ヶ峯寺2405-1
 ☎296-9911　FAX296-9920)
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 体育館

大浜 ☎225-4421　℻225-4425 鴨谷 ☎296-1717　℻294-1766
原池公園 ☎278-1004　℻278-1044 金岡公園 ☎254-6601　℻251-0509
初芝 ☎285-0006　℻285-7318 美原

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

障害のある児童・生徒のための無料開放 いずれも9～12時　2月18日（土）金岡公園・25日（土）初芝

各館教室 いずれも 有料  要申込

かけっこ教室（鴨谷）
2月4日（土）
①9時30分～10時30分
②11～12時

対象  
①3～5歳児
②小学1～3年生

バドミントンスクール（初芝）
2月8・15・22日、3月1日
①13～14時45分 ②15～16時45分
③17～18時45分 ④19～20時45分

対象
①②高校生以上
③小・中学生
④中学生以上

バルシューレ（ボール運動）教室（金岡公園）
2月11日（祝日）
①9時15分～10時15分
②10時30分～11時30分

対象   ①4・5歳児
②小学1～3年生

めざせ！しのびポケモン　ゲッコウガ！
（原池公園）

2月23日（祝日）
①9～10時30分 ②11～12時30分

対象   ①4・5歳児
②小学1～3年生

こどもたいそう教室　体験会（美原） 3月4日（土）13時30分～14時45分 対象  4歳児以上の
未就学児

 ポムさかい
（多文化交流プラザ・さかい）

☎340-1090
℻340-1091

堺区南瓦町2-1　堺市総合福祉会館内

開館  9～17時30分　
休館  土曜日、祝日

「日本庭園」の魅力や楽しみ方がわかる講座 2月19日（日）13～15時

要申込

やさしい日本語セミナー 3月19日（日）14～16時30分

 堺市都市緑化センター ☎247-0310
℻247-1492

堺区東上野芝町1丁4-3

開館  9時30分～16時30分
休館  月曜日

草木染講習会
(緑化センターのマリーゴールド染め)

3月12日（日）
13時30分～15時30分

有料  要申込

春のプリザ（プリザーブドフラワー） 3月19日（日）
13時30分～15時30分

 堺自然ふれあいの森 ☎290-0800
℻290-0811

南区畑1740

開園  9～16時　休園  月曜日

野鳥観察（双眼鏡の貸し出し有り） 2月18日（土）10～12時 有料  要申込
対象  小学生以上

小枝や木の実を使ったクラフト教室 3月5日（日）10～14時30分 有料  要申込

 人権ふれあいセンター ☎244-8785
℻244-4100

堺区協和町2丁61-１
スポーツ・文化交流ホール

休館  月曜日

4月から始まるスポーツ教室(第1期)

▽エアロビクス　 ▽太極拳　 ▽テニス　 ▽3B体操　 ▽フィットネス　 ▽アクティブヨガ 有料  要申込
対象   
市内在住・在勤・在
学の15歳以上の方

（中学生を除く）

4月から始まる文化交流講座(前期)

▽エコクラフト　 ▽いけ花　 ▽和裁　 ▽お茶　 ▽着物着付　 ▽あみもの　 ▽書道　

▽パソコン　　　 ▽トールペイント　 ▽料理　 ▽洋裁　　　 ▽ヨーガ

▽ハンドメイド　 ▽英会話　 ▽手話　 ▽民踊　 ▽水墨画　　 ▽絵手紙

 コクリコさかい ☎223-9153
℻223-7685

堺区宿院町東4丁1-27

開館  9～17時30分
休館  月曜日、2月11・23日

堺　自由の泉大学・男女共同参画一般教養講座 要申込  
詳しくはHP参照

イベント

東文化会館
ワンコイン　ジャズピアノコンサート

開館  9～22時　休館  水曜日
世界的に有名なジャズピ
アニスト、竹中真【写真】の
ジャズピアノコンサート。
日時  5月14日(日)
14時から
対象  小学生以上　
有料  要申込  2月4日から

問 東文化会館　文化ホール
 (北野田駅前
 ☎230-0134　FAX230-0138)

堺ゆかりの美術作品を一挙公開
堺市美術コレクションものがたり－作品を辿る－

場所  堺市立文化館(堺市駅前)
開場  10～17時(19日は10～14時)
休館  月曜日
 

《旧堺港》川原章二 1982年 堺市蔵

堺だけでなく関西の美術に影響を与えた作家
や、初出展作品などの展示をとおして、市所蔵
美術作品の新たな魅力に迫ります。
日程  2月19日まで

 問 文化課
　  (☎228-7143　FAX228-8174)

ソフィア･堺
プラネタリウム「堺星空館」  

▽  「Seasons
～星降る水面～」
人気声優の斉藤
壮 馬さんが 語り
ます。
日々の喧 騒を忘
れ、心安らぐひと
ときを過ごしませ
んか。
日時  開 館 日 の
14時30分から
有料  

▽特別投影「星と音楽の夕べ」
日時  2月11日(祝日)19時15分から
有料  

1年で最も星空がきれいな季節に
天体観察会
日時  2月4・10・18・24日19～20時30分
先着順(小学生以下は保護者同伴）
詳しくは同館HP(表内QRコード)参照。

  問 ソフィア･堺 中文化会館
 (中区深井清水町1426

  ☎270-8110　FAX270-8119)


