
� ������	��� 場所
�����������������
������� ��� ― " � ����―����

#$�%�&'
� ()�*+ ,-.

�/� �������"��� 01"2
�������	
 ���3―	4�� ���3―	34456�78&' ,-.

9 ����������� 場所����:;<�=
�>?@ABCDEF �����―�����3 ��44―�		�GH&' ()�*+9�I �������	���

�������	
 ���3―	4�� ���3―	344JK�L&' �

�/����4 ���4 �� �4 場所����:;<�=
�MNOP= ���3―	4�4 ���3―33�"

HQ&'
()�*+ ,-.

�/3 ����������� -.R�/� ����ES 0142
����:;<�= ��3	―3��� ��3	―3���

TUVWXYZ&'
()�*+ ,-.

9�I ������	���
����[\�]^= _N��3	―3"�� ��3"―" ��[\�&' ��/� �4�����"��� 場所����:;<�=

�2`:;ab= ���3―	� � ���3―3�	�
2`cdefXYZ2`&'

� ()�*+

9�I ������	���
����[\�]^= ��3	―3��3 ��3"―" ��gh&' ���/�" �4�����"��� 場所����:;<�=

�iUjk= ���3―	4	 ���3―	444TU&' � ()�*+

9�I ������	����l[�m[no]^fRpqr������"����
����[\�]^= ��3	―3��3 ��3"―" ��stuv&' �9�I ������	���

����:;<�= ��3	―3��� ��3	―3���
iw&'�2`&'

� ()�*+

9�I ������	���
����[\�]^= ��3	―3��3 ��3"―" ��xy&' �

���� z{ ���������4 t|}~R}�
� ���&'� ()�*+ ���*+&'� ~�R��S�

9�I ������	���
����:;<�= _N��3	―3��� ��3	―3����\&' �

��VW<�&'�����)&' z{�56������(�
,-. �����VW� ��"―"�4�―"����9�I�

���dW����&'����)&' �{���I�HQ�JK�(Rz{�
,-. ������ ����―�����9�I�

��"�―������ 3―"	�"����―�3����	 ―������3	―3�����	�―3�3����3―	4����0

��� ()�*+ ,-.
&'�� �������"���
��  ���:;<�=
-.¡¢ ����ES 01 "2
�£&'R�¤¥u�� ¦§��

¨©)9¨©)p¨©)I¨©)ª¨©)�¨©)9©¡«~-.¡¢~
ªª�99�pI��p�I��ª9�p�I&'~

¬�®�¯�°���±����

地域子育て支援事業担当
（子育て支援課内）

（�２８７―８６１２ �２８６―６５００）

�子育て講座「心とからだをすこ
やかに」
９月２９日（火）午前１１～１１時４５

分、午後１時４５分～２時３０分。
講師は管理栄養士の桑垣久美子

さん。参加者同士、食に関する情
報交換を行い、食育について学び
ましょう。東区役所１階にこにこ

ルームを当日利用された方が対
象。詳しくは区ホームページかさ
かい子育て応援アプリ参照。
にこにこルームの利用は現在、

定員を設け予約制としています。
午前、午後それぞれ先着４組。講
座時間以外の利用時間は、自由遊
びです。
�９月２４～２８日午前１０時～午後４
時、電話か FAX で氏名、電話番
号、子どもの月齢を同担当へ。無
料。

東東 区区 子子 育育 てて 通通 信信

�ハッピーひろば
３１０畳のお部屋で遊具を使って
みんなで自由に遊びます。
指導員によるリズム運動・ゲー

ム遊びもあります。
９月８日（火）午前１０～１１時３０

分。平成２８年４月２日以降に生ま
れた子どもとその保護者が対象。
費用１家族６００円。登録の上、

当日は券売機で券を購入後、参加
してください。３密回避のため、入
場制限を設ける場合があります。

９月１３日（日）午前１０時から東区役
所４階大会議室で。区の特性に応じ
た施策・事業にかかる総合的な計
画、まちづくりの方向性などについ
て審議を行います。
受け付けは開始３０分前から。直接

会場へ。先着１０人。個人情報が含ま

れる議題については、非公開か一部
非公開となる場合があります。
これまでの審議の内容は、東区ホ

ームページや東区役所市政情報コー
ナーなどでご覧になれます。
�東区役所企画総務課（�２８７―８１００
�２８７―８１１３）

進進増増康康健健初芝体育館で
東区野尻町２２１―４ �２８５―０００６ �２８５―７３１８

東区 区 民 評 議 会 の 開 催

登美丘西・登美丘東・
登美丘南・野田東区南野田３３（ハーモニー内）（�２３７―０１１１ �２３７―３９００）

担当区域（小学校区）東第２地域包括支援センター

南八下・八下西・日置荘・
日置荘西・白鷺

東区日置荘田中町１４３―１（つるぎ荘内）（�２８６―２８２８ �２８６―６８６８）
東第１地域相談窓口

東区石原町３丁１５０（つるぎ荘・やしも地域サポートセンター内）
（�２４０―００１８ �２４０―００４８）

担当区域（小学校区）東第１地域包括支援センター

東区日置荘原寺町１９５―１
�２８７―８１５０ �２８７―８１６０

利用には利用証の提示が必要で
す。市内在住の６０歳以上の方が利用
証を作ることができます。詳しくは
同センターへ。

�健康教養講座
「健康長寿について」をテーマに、
健康に過ごす鍵である腸内環境など
について学びます。
９月１５日（火）午後１時３０分～３

時、同センター２階大広間で。無
料。
�９月１日から直接か電話で同セン
ターへ。先着１５人。

蚊・ハチ・ネズミ等の相談会蚊・ハチ・ネズミ等の相談会蚊・ハチ・ネズミ等の相談会蚊・ハチ・ネズミ等の相談会
日常生活でお困りの衛生害虫や、

ネズミに関する防除・対処方法の相
談会を開催します。
なお、市での駆除は行っていません。
９月８日（火）午前１０時～正午、ア
ンディ（イズミヤ泉北店）１階東玄関

吹き抜け前スペース（中区小阪２７０）
で。無料。直接会場へ（新型コロナ
ウイルス感染拡大の状況によっては
中止する場合があります）。
�生活衛生センター（�２９１―６４６４
�２９１―６４６５）

ばひ ろ
情 報
高齢の方向け

東基幹型包括支援センター
東区日置荘原寺町１９５―１
（�２８７―８７３０ �２８７―８７４０）

いきいき体操教室
東第２地域包括支援センターで

は、月１回体操教室を行っていま
す。自宅でも出来る簡単な体操を行
い、リフレッシュしませんか。
１０月２３日、１１月２７日、午後２～３
時、特別養護老人ホームハーモニー
研修室で。無料。先着１５人（新型コ
ロナウイルス感染拡大の状況によっ
ては中止する場合があります）。
�受付中。電話で開催日前日までに
東第２地域包括支援センターへ。

スプレー缶などの
排出にご注意を
スプレー缶などの
排出にご注意を

花と緑の相談コーナー
9月15日（火）開設
花と緑の相談コーナー
9月15日（火）開設

スプレー缶やカセットボンベは月
１回の「小型金属」の収集日に排出し

てください。排出する際は、中身を
使い切り、穴を開けずに他の金属と
は別袋に入れ、「スプレー缶」と貼り
紙などで分かるように表示してくだ
さい。
�環境業務課（�２２８―７４２９ �２２９―
４４５４）

毎月第３火曜日（祝日の場合は翌
日）午後１～４時、東区役所１階市
政情報コーナーで「花と緑の相談コ

ーナー」を開設してい
ます。
園芸や庭づくりなど

の相談に専門の相談員
が応じます。気軽にご
利用ください。無料。直接会場へ。
�堺市公園協会（�２４５―００７０ �２４５
―００６９）

ひがしふれあい文化祭　中止のお知らせひがしふれあい文化祭　中止のお知らせ
１２月６・７日、東文化会館で開
催を予定していた「ひがしふれあ
い文化祭」は、新型コロナウイル
ス感染拡大防止のため、来場され
る方々や出展者、出演者の健康・安
全面を最優先に考慮した結果、開
催を中止することとなりました。

「ひがしふれあい文化祭」を楽し
みにされていた皆さまには残念で
はありますが、ご理解・ご了承く
ださいますようお願いします。
�東区ふれあい事業実行委員会事
務局（東区役所自治推進課内 �
２８７―８１２２ �２８７―８１１３）

感染症予防のため、「堺スタイル」の
実践にご協力お願いします。
感染症予防のため、「堺スタイル」の
実践にご協力お願いします。

マスクをつけよう 周りの人との
間隔をとろう

こまめに手（顔）洗い・
うがいをしよう

咳エチケットを
守ろう

令和２年（２０２０年）９月１日
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

２ 東区広報 笑笑顔顔とといいっっししょょにに「「あありりががととうう」」


