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笑顔といっしょに
「ありがとう」

東区の人口
人口
85, 249人
（2人増）
世帯
34, 974世帯
（67世帯増）

第123号

月号

平成28年5月1日推計
（ ）
は前月比

男
40, 458人
（19人減）
人口密度
8, 127人／km2

女
44, 791人
（21人増）
面積
10. 49km2

編集・発行東区役所企画総務課
e-mail:higashikiso@city.sakai.lg.jp

ヘルメット購入補助付き

堺自転車安全利用講習会

成人式実行委員・
発表者・朗読者募集
来年１月９日（祝日）に開催する成人式で、新成人の門出を一緒に祝いませんか。
企画・運営してみませんか
｢先輩や後輩、同級生の成人式を自分たちの力で
より良いものにしたい｣という思いを持つ、実行委
員会の委員を募集します。委員の皆さんには、３回
程度の会議に出席し、アトラクションの内容などを
企画していただきます。
東区在住 ･ 在勤 ･ 在学の、おおむね18 〜 25歳の
昨年の発表者
方が対象。友人や知人を誘ってグループでの参加も可能です。

高校生
などが
対象

メッセージ ･ 感謝の言葉の発表者と市民憲章朗読者を募集
式内の①メッセージ発表者、②感謝の言葉発表者、③市民憲章朗読者を募集し
ます。①②は400字程度で発表、③は市民憲章を朗読します。
あなたの夢や想い、家族や友人などへの感謝の気持ちを伝えてみませんか。
東区在住の平成8年４月２日〜 9年４月１日生まれの方が対象。選考各１人。
申 込 電話か FAX、郵送、電子メールで住所、氏名、年齢、昼間連絡の取れる
電話番号、実行委員・発表者・朗読者の別を書いて、６月30日（消印有効）までに
東区役所自治推進課（〒599-8112 東区日置荘原寺町195-1
287-8122 FAX
287-8113
higashijisui@city.sakai.lg.jp）へ。
電 子
メール

よい歯のコンクール最優良に井野さん親子
５月16日、全大阪よい歯のコンクー
ル堺地区審査会で、東区の最優良親子
に井野旺亮くん・裕美さん【写真】が選
ばれました。
最優良を受賞した井野さんは｢おや
つの回数は１日１回、チョコレートデ
ビューは４歳と気を使いました。食後
には、歯みがきを親子で楽しみながら
頑張りました。｣と語ってくれました。
井野さん親子は５月28日開催の大阪

参加者には自転車ヘルメット購入補助
券を配布します。
7月22日（金）、午前10 〜 11時30分、東
区役所で。市内在住の小学生とその保護
者が対象。無料。
ヘルメット購入補助について詳しく
は、広報さかい３ページでご覧になれま
す。

府中央審査会
に堺市東区代
表として参加
しました。
問 合 東保
健センター
（ 287-8120
FAX 2878130）へ。

奨学金の申請
を受け付け

高校１年生（本年度入学者）と支援学校
高等部（専攻科を除く）の在校生のうち、
経済的な理由で修学にお困りの方に、年
額3万2,000円の奨学金を給付します（所
得など審査あり）。
申請は７月１〜 12日（土・日曜日を除
く）、午前９時〜午後５時15分、区役所

申 込 区役所市政情報コーナー、自転
車企画推進課にある申込書（市ホームペ
ージ〈アドレスは広報さかい 1 ページ参
照〉からダウンロード可）を同課（ 2287636 FAX 228-0220）へ。市ホームペー
ジから申し込みも可。締め切りは６月22
日（消印有効）。抽選50人。

の申請会場（東区役所は1階105会議室）
で。定員480人。ただし、府が実施する｢
奨学のための給付金｣を受給できる方（生
活保護〈生業扶助〉・市民税所得割額非課
税世帯）を除きます。
詳しくは広報さかい６ページや市ホー
ムページ（アドレスは広報さかい 1 ペー
ジ参照）でご覧になれます。
問合 学務課
（ 228-7485 FAX 2287256）へ。

不法就労防止にご協力ください
在留資格がない外国人が日本国内で働
くことを不法就労といいます。不法就労
は法律で禁止されており、不法就労をさ
せた雇用主は不法就労助長罪として処罰
の対象となります。外国人を雇用する際

は、パスポートや在留カードなどで在留
資格・在留期間を確認し、不法就労にな
らないよう注意してください。
問 合 黒山国際交流連絡協議会
（黒山警
362-1234 FAX 363-0895）へ。
察署内

自分だけのオカリナを作ってみよう
小さなオカリナに好きな模様を描い
て、オリジナルのオカリナを作ります
【写真】。東区と関わりの深い地域の芸術
家、東区アーティストが優しく教えま
す。
６月11日（土）、 午 前11時 〜 午 後４時
（所要時間約30分）、しらさぎ・ネスト

（白 鷺 駅 前 東
区白鷺町１丁21
−７）で。 オ カ
リナがなくなり
次第終了。費用400円。直接会場へ。
問 合 東区役所企画総務課
（ 2878100 FAX 287-8113）へ。

自主防災活動にご参加ください
地域の取り組み
区内では災害時に備え、自助、共助の観点からさまざまな取り組みが積極的に進められています。
これらの活動を担っているのが、地域の自主防災組織です。
中学生と地域の皆さんが力を合わせた避難所の開設訓練、自治会未結成地域との合同訓練、また、防災リーダー育成を
兼ねた活動などさまざまな取り組みが実施されています。今年度は、東区初の試みとして小・中学生のファシリテーター
育成を目的とした、実施訓練と講習による「ジュニア防災リーダー育成研修会」を実施し、防災技能の向上が図られました。

中学生も訓練に参加

レスキュー車がやってきました

ジュニア防災リーダー育成研修会
災害対策は地域の取り組みへの参加がとても大切で、地域の助け合いは、命を救うことにつ
ながります。
自主防災組織が実施する防災訓練に積極的に参加しましょう。
義援金・支援物資へのご協力ありがとうございます
４月21 〜 30日に東区役所で受け付けた熊本地震の被災者への支援物資は、５月16日に熊
本市に配送しました。ご協力ありがとうございました。なお、義援金は６月30日まで受け付
けています。引き続きあたたかいご支援をよろしくお願いします。
問 合 東区役所自治推進課 ( 287-8122 FAX 287-8113) へ。

水・緑と調和し、安全・安心な暮らしをともにつくるまち 東区
企画総務課【庁舎管理・広報・広聴・相談・市政
２８７―８１００ FAX ２８７―８１13
情報コーナーなど】
自治推進課【自治会・美化など地域振興活動】
２８７―８１２２ 美化 ２８７―８１０３ FAX ２８７―８１１３
● 市民課【戸籍・住民票など証明・届出関係】
２８７―８１０２ FAX ２８８―２１５０
● 保険年金課【国民健康保険・国民年金など】
２８７―８１０８ FAX ２８７―８６２１
● 生活援護課【生活保護に関することなど】
２８７―８１１０ FAX ２８７―８１１７

〒599-8112 東区日置荘原寺町195番地1
ホームページ http://www.city.sakai.lg.jp/higashi/index.html

地域福祉課【介護・障害に関することなど】
２８７―８１１２ FAX ２８７―８１１７
子育て支援課
【子育て・児童の手当・女性の相談など】
２８７―８１98 FAX ２８6―6500
２８７―８612 ）
（東地域子育て支援センター専用
● 東保健センター
【乳幼児健診・各種健康相談など・健康づくりに関すること】
２８７―8120
FAX ２８７―8130

東市税事務所【市税に関することなど】
市民税 ２８７―８１０4 納税 ２８７―８１０6 FAX ２８７―８１15
東老人福祉センター【高齢者の健康増進など】
２８７―8150
FAX ２８7―8160
● 東基幹型包括支援センター（高齢者総合相談）
２８７―8730
FAX ２８７―８７４０
● 社会福祉協議会東区事務所・東区民プラザ
２８７―0004
FAX ２８７―０４４４
● 東区障害者基幹相談支援センター
２８5―6666
FAX ２８７―６７６７
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区役所外

●
●

粗大ごみ受付センター
0120―00―8400（一般回線 ０６―６４８５―５０４８）
環境業務課指導係（家庭ごみ・缶・ビンの収集） ２28―7429
固定資産税事務所
２４７―８８７２ FAX ２４７―８８７０

上下水道局お客様センター ２５１―１１３２
北部地域整備事務所
２５８―６７８２ FAX ２５８―６８４３
● 東消防署
２８６―０１１９ FAX ２８６―０１２６
●
●

e-mail:higashikiso@city.sakai.lg.jp
携帯版東区役所のページ
http://www.city.sakai.
lg.jp/i/kuyakusho/higa
shi/index.html
Twitter @team̲higashi
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