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東区区民評議会関連事業

3月17日(土) 午後1〜3時 東区役所で

東区教育・健全育成会議では、「ネッ
ト・スマホ時代を生きる子どもたちの基
本的生活習慣の定着」について７回にわ

子どもの

入学、
進級

気になることはありませんか？

市・府民税の申告は
３月１
５日まで
平成３０年度の市・府民税の申告を、３
月１５日（土・日曜日を除く）まで、午前９
時〜午後５時１５分、東区役所２階２０１・
２０２会議室で受け付けますので、期間中
の申告をお願いします。毎年、申告期間

年末年始を除く）、
午前９時〜午後５
時。
相談は、直接か電
話、ＦＡＸで東区教
育・健全育成相談窓
口（東区役所企画総務課内
８１０９ !２８７―８１１３）へ。

終了間際は大変混雑しますので、時間に
余裕を持ってお越しください。また、期
間中は駐車場が混雑しますので、公共交
通機関をご利用ください。
なお、所得税の確定申告を済ませた方
は、市・府民税の申告の必要はありませ
ん。
問 合 市民税課
（!２３１―９７５３ !２５１―
５６３２）へ。

!企画総務課
【庁舎管理・広報・広聴・相談・市政
情報コーナーなど】 "２８７―８１００ !２８７―８１１３
!自治推進課
【自治会・美化など地域振興活動】
"２８７―８１２２

美化"２８７―８１０３

"２８７―８１０２

!２８８―２１５０

"２８７―８１０８

!２８７―８６２１

"２８７―８１１０

!２８７―８１１７

!２８７―８１１３

!市民課
【戸籍・住民票など証明・届出関係】
!保険年金課
【国民健康保険・国民年金など】
!生活援護課
【生活保護に関することなど】
!東老人福祉センター
【高齢者の健康増進など】
"２８７―８１５０

!２８７―８１６０

"２８７―８７３０

!２８７―８７４０

!東基幹型包括支援センター
（高齢者総合相談）

東 区 子 育 て 通 信
東地域子育て支援センター
（子育て支援課内）
（!２８
７―８
６１
２ !２
８
６―６
５０
０）
いずれも無料。直接会場へ。
"公園ひろば
手作りおもちゃで遊んだり、体操や
ふれあい遊びをしたりします。保護者
同士も交流しましょう。
３月７日（水）、午前１０〜１１時、原寺
公園（東区日置荘原寺町２１９）で。雨天
中止。

問 合 日置荘こども園
（!２８６―２８８４
!２８６―５６１２）へ。
"子育て講座「楽しく子育て」
親子のふれあい遊
びや保護者同士の交
流をします。
３月１３日（火）、午
前１１〜１１時４５分、東
区役所１階にこにこ
ルームで。未就学児
とその保護者が対象。

架空請求詐欺にご注意を

!２８７―

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

""""""""""""""

!!!!!!!!

たり審議を重ね、２月９日に提言書を市
長・教育委員会へ提出しました。
提言の内容など詳しくは、東区ホーム
ページ（アドレスは下記参照）や区役所市
政情報コーナーなどでご覧になれます。
問 合 東区役所企画総 務 課（ !２８７―
８１００ !２８７―８１１３）へ。

東区教育・健全育成相談窓口
間もなく迎える入学、進級の準備や
手続きをはじめ、児童・生徒の生活習
慣、学校生活など、教育に関する相談
窓口を区役所に開設しています。
小・中学生の保護者などを対象に、
元教員の相談員が関係機関と連携しな
がら相談に応じます。
開設日時は、月〜金曜日（祝休日、

昨年度、東区区民評議会では「区民が住み慣れた地域で人とつながり、主体
的に取り組む健康づくり」について審議を行いました。
同評議会からいただいた意見を踏まえて、東区の皆さんが楽しく、より活発
に健康管理や健康増進に取り組めるよう、健康づくりに関する取り組みを行っ
ています。
問 合 東区役所企画総務課へ。

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

提言書を提出

"""""""""""""""

東区には、ウオーキング、体操、学習・啓発などを通して、健康づくりに取
り組む多くの自主活動グループがあります。仲間づくりをしながら地域で活躍
しています。あなたも一緒に健康づくりをはじめませんか。
問 合 東保健センターへ。

東区教育・健全育成会議

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!

東区健康づくり自主活動グループ

""""""""""""""

３月１７日（土）、東区の皆さんの主
体的な健康増進を目的に、東区役所
で健康ふれあいひろばをオープンし
ます【写真】。どなたでも自由に利用
できますので、健康づくりや交流の
場として活用してください。
利用日時は、月〜金曜日（ 祝 休
日、年末年始を除く）、午前９時〜
午後５時３０分。
"東保健センター情報掲示板
東区役所１階ロビーには東区の皆さんの健康づくりを促進するため、講座の情報
などを掲載した掲示板を設置しています。また、気軽に健康管理ができるように血
圧計なども常備していますので、ぜひご利用ください。

女声コーラスグループ・ひきしょうマ """""""""""""""
阪井丘芳さん
ミーズによるオープニングセレモニー
大阪大学大
や、自主活動グループによる活動紹介、
学院歯学研究
体操を行います。併せて、東区役所４階
科教授。
エレベーター前で自主活動グループのパ
口腔（くう）
ネル展示も実施します。
外科学の研究
また、午後２時から歯科医師・阪井丘
や、口と健康
芳さんが「健康長寿のための肺炎予防と
に関する啓発
口腔ケア〜ドライマウスとアンチエイジ
に取り組み、
ング〜」をテーマに講演します。無料。
テレビ番組でも活躍しています。
直接会場へ。雨天決行（暴風警報が発令
されている場合は中止）。先着１００人。
問 合 東区役所企画総務課
（!２８７―８１００ !２８７―８１１３）か東保健センター（!２８７―
８１２０ !２８７―８１３０）へ。

架空請求詐欺とは、メールや郵便など
を利用して不特定多数の方に対し、サー
ビス利用の未払い料金があるなど架空の
事実を口実に料金を請求する犯罪です。
市でも被害数は増加傾向にあり、架空請
求詐欺を含む特殊詐欺の昨年の市内認知
件数は１４９件でした。
身に覚えのない発信元からのメールに
表示されているアドレスにアクセスした
り、不用意に電話を掛けたりせず、最寄

りの警察署などに相談してください。
"架空請求の例
#有料サイトの未納料金・退会金など
の支払いを求めるメール
#法務省が差出人となる訴訟取り下げ
費用の請求はがき
#身に覚えのない当選発表のメール
問 合 黒山警察署
（!３６２―１２３４ !３６３
―０８９５）か東区役所企画総務課（!２８７―
８１００ !２８７―８１１３）へ。

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

!地域福祉課
【介護・障害に関することなど】

!粗大ごみ受付センター
#０１２０―００―８４００
（携帯電話などから "０６―６４８５―５０４８）
!環境業務課指導係
（家庭ごみの収集）
"２２８―７４２９
"２８７―８１９８ !２８６―６５００
!上下水道局お客様センター "０５７０―０２―１１３２
（東地域子育て支援センター専用 "２８７―８６１２）
!東保健センター
!北部地域整備事務所 "２５８―６７８２ !２５８―６８４３
【乳幼児健診・各種健康相談など・健康づくりに関すること】 !東消防署 "２８６―０１１９ !２８６―０１２６
"２８７―８１２０ !２８７―８１３０
!市税事務所
（三国ヶ丘庁舎）
法人諸税課
"２３１―９７４１ !２５１―５６３１
!社会福祉協議会東区事務所・東区民プラザ
市民税課
"２３１―９７５３ !２５１―５６３２
"２８７―０００４ !２８７―０４４４
固定資産税課 "２３１―９７６２ !２５１―５６３３
!東区障害者基幹相談支援センター
納税課
"２３１―９７７３ !２５１―５６３４
"２８５―６６６６ !２８７―６７６７
"２８７―８１１２

!２８７―８１１７

!子育て支援課
【子育て・児童の手当・女性の相談など】
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