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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
こまめに手（顔）洗い・
うがいをしよう 密集を避けよう 周りの人との

間隔をとろう

４月６～１５日は「春の全国交通安全運動」の期間です。
東区は市内でも交通事故が少なく、事故件数も年々減少傾向にあります

が、自転車の法令違反や子どもの飛び出し、高齢運転者による不注意など、
昨年の１年間で１７２件（概数）の交通事故が起きています。
歩行者も運転者も交通マナーを理解し、ルールを守って通行しましょう。

大阪重点：「信号遵守の徹底」
スローガン：「交差点 青でも左右 確認を」
交通ルール・マナーの例
�自転車利用者
・車道の左側を走るのが原則
・夜間はライトを点灯
・交差点での信号遵守と安全確認
・ヘルメットの着用
�自動車利用者
・横断歩道は歩行者優先
・危険を予測した運転をする
�歩行者
・道路を横断する時は、左右を確認してドライバーには「目」と「手」で合図す
る
�黒山警察署（�３６２―１２３４ �３６３―０８９５）

新型コロナウイルス感染症対策を行って開館しています。行事は中止
になることがあります。
■東図書館・初芝分館の休館日 ４月５・１２・１９・２６日
■ブックフェア（月ごとにテーマに沿った本を展示・貸出します）
�東図書館�一般向け「発達障害を知る」。
子ども向け「のりもののりもの」。
�初芝分館�一般向け「健康長寿をめざそう」。
子ども向け「やさいとくだもの」。
■おはなし会
昔話の語り聞かせ（ストーリーテリング）や

絵本の読み聞かせなどを行います。
�東図書館� 日時 ４月２４日（土）１５～１５時３０分
場所 じゅうたんコーナー 費用 無料 先着１０人
�４月７日１０時から直接か電話、FAXで氏名、電話番号を同館へ。
�初芝分館� 日時 ４月１７日（土）１５時３０分～１６時
場所 初芝体育館２階研修室 費用 無料 先着１０人 直接会場へ。
■読書会（東図書館）
図書館では読書グループの活動を案内しています。

■移動図書館・くすのき号
日時 ４月１１・２５日１４時４０分～１５時４０分（到着時間は多少前後します）
場所 東初芝公園（東区日置荘北町１丁２３）
�中央図書館（�２４４―３８１１ �２４４―３３２１）

図図書書館館だだよよりり
東図書館（東区北野田１０７７ アミナス北野田４階 �２３５―１３４５ �２３６―１５１７）
開館時間�火～金曜日 １０～２０時 土・日曜日、祝休日 １０～１８時

初芝分館（東区野尻町２２１―４ 初芝体育館内 �２８６―００７１ �２８６―００９１）
開館時間�火～日曜日、祝休日 １０～１７時

「堺市東区みんなで育むわがまちビジョン」は、中長期
的視点で今後めざす区の将来像や取り組むべき施策の基
本方針を示すものです。１０年後を見据えて、さまざまな
人・団体・機関が「主役」となって互いに理解を深めて協
力しながら、人・世代がつながる、住み続けたいまちを
めざして、地域の魅力向上・課題解決に取り組みます。
同ビジョンは、東区役所１階市政情報コーナーや区ホ

ームページでご覧になれます。
�東区役所企画総務課（�２８７―８１００ �２８７―８１１３）

来館前の検温とマスクの着用をお願いします。また、体調不良時は、
参加を見合わせてください。３密回避のため、入場制限を設ける場合が
あります。
�共用ソフトボール
少人数でも気軽にできるソフトボールです。

日時 ４月７・１４・２１日９時３０分～１２時 ※天候などにより中止になる
場合があります。
対象 高校生（高校生に相当する年齢を含む）以上の方
費用 １回一般２２０円、６０歳以上１１０円、高校生（高校生に相当する年齢を
含む）１１０円
券売機で券を購入後、参加してください。

�走り方教室
腕の振り方、スタートダッシュなど走り方のコツを学びます。

日時 ５月３・４日９時１０分～１０時３０分（年中～年長）、１０時４０分～１２時
（小学１～３年生）
対象 平成２７年４月２日～平成２９年４月１生まれの子ども（年中～年
長）、小学１～３年生 費用１，５００円 先着 各３０人
�４月２日から直接体育館へ。受け付けは９～２０時。

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

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「こいのぼりを作ろう」
身近な材料を使って、こいのぼりを作りましょう。

日時 ４月１２～１４日
場所 東区役所１階にこにこルーム
対象 未就学児とその保護者 費用 無料
先着 各日、午前・午後各４組
�利用希望日の３開室日前、電話か FAX で氏名、
子どもの年齢（月齢）、電話番号を同担当へ。受け付
けは１０～１６時。

東東 区区 子子 育育 てて 通通 信信

交通事故のないまちに交通事故のないまちに

堺市東区みんなで育むわがまちビジョンを
策定しました

令和３年（２０２１年）４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」」


