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月齢の近い子どもを育てているお母さん同士で、日頃の悩みや少し先の子
育てについて話をします。詳しくは清心寮「リーフ」のホームページ（２次元
コード）へ。
日時 ８月２６日、９月２・９・１６日、いずれも１０～１２時（全４回）
場所 東保健センター
対象 ８月２６日時点で生後２～５カ月の第１子とその母親
費用 無料（テキスト貸し出し有） 先着 ６組
�８月４日から電話で清心寮「リーフ」（北区東上野芝町２―４９９ �２５２―３５２１
�２５２―３５２２）へ。
�子ども家庭課（�２２８―７３３１ �２２８―８３４１）

～ベビープログラム～ 子育て仲間を作りませんか

地域子育て支援事業担当（子育て支援課内）（�２８７―８６１２ �２８６―６５００）
いずれも無料。受付時間は１０～１６時。

�子育て支援コーディネーターの個別相談会
入所や入園について各家庭の状況に合わせた相談会を行います。

日時 �８月１６・１７日、�９月２・３・６・１３・１４・２２日
いずれも１０時３０分、１１時、１３時、１３時３０分から各２０分。

場所 東区役所
対象 �は「令和３年度入所について」か「幼稚園につい
て」、�は「令和４年度入所について」相談がある方。
先着 各日各時間１組
��は８月６日から、�は８月１８日から電話か FAX で住所、氏名、電
話番号、子どもの月齢、希望日時を同担当へ。
�ひがし・ママパパスタート応援事業
�ベビーマッサージ
保護者が赤ちゃんとのふれあいを深めることを目的にベビーマッサー

ジ講座と育児情報交流会を開催します。
日時 �８月２４日、�９月７日 いずれも１０～１１時１５分
場所 東区役所
講師 モンテッソーリ＆ベビーマッサージ講師 溝口かおりさん
対象 ２～７カ月の赤ちゃんとその保護者 先着 各日８組
��は８月１０日、�は８月２３日から電話か FAX で住所、氏名、電話番
号、子どもの月齢を同担当へ。東区在住の方優先。
�ベビーヨガ
ベビーヨガで体を動かし、親子で触れ合って過ごしましょう。

日時 �８月２７日、�９月８日 いずれも１０～１１時１５分
場所 東区役所
講師 JADP認定ヨガインストラクター 疋田衣里さん
対象 首のすわった４～７カ月の子どもとその保護者
先着 各日８組
��は８月１３日、�は８月２５日から電話か FAX で住
所、氏名、電話番号、子どもの月齢を同担当へ。東区在住の方優先。
�子育て講座「身近な材料を使っておもちゃを作ります」
簡単に作れて親子で楽しめるおもちゃです。

日時 ８月２５～２７日 いずれも１０～１２時、１３時３０分～１５時３０分
場所 東区役所 先着 各日各時間４組
�利用希望日の３開室日前、電話か FAX で氏名、電話番号、子どもの
月齢を同担当へ。

東東 区区 子子 育育 てて 通通 信信

こまめに手（顔）洗い・
うがいをしよう

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
イベントの中止・延期、施設の休館について
　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、本紙掲載の
イベント・行事などが変更・中止となる場合があります。
最新の情報は市ホームページや各問い合わせ先へ。

将来有権者となる児童・生徒の皆さんが選挙や政治について関心を持つこ
とは、とても大事なことです。現在、「明るい選挙」の推進を
テーマに、ポスター作品を募集しています。詳しくは市役所
市政情報センターや東区役所１階市政情報コーナーにある募
集要項（市ホームページ参照）で。締切は９月１０日（必着）。
対象 市内在住か在学の小・中・高・支援学校の児童・生徒
�選挙管理委員会事務局（�２２８―７８７６ �２２８―７８８３）

明るい選挙啓発 ポスター作品を募集中

今年２～７月に東区内で実施した古紙や衣類などの集団回収に対する報償
金の申請を、東区役所自治推進課で８月２～３１日（土・日曜日、祝日を除く）
に受け付けます。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送申請のご利
用を推奨します。申請方法や新規登録など、詳しくは同課まで。
�東区役所自治推進課（�２８７―８１２２ �２８７―８１１３）

�初芝スポーツスクール
申し込み方法や参加費などは同館へ。

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

１３：３０～１４：４５
土

小学生以上（上級）
スポーツバレエ １３：３０～１４：１５小学生（初級～中級）

１２：３０～１３：１５３～５歳児
１８：４０～２０：００木中学生以上バレーボール １７：３０～１８：３０小学生
１７：００～１８：２０木小学生・中学生チアダンス
１７：００～１８：４５

水
小学生・中学生初級

バドミントン １５：００～１６：４５高校生以上 １３：００～１４：４５
１８：４０～２０：００火小学校４～６年生サッカー １７：３０～１８：３０小学校１～３年生
１７：００～１８：３０

火

小学生・中学生初級

卓球
１５：１０～１６：４０中学生以上上級
１３：３０～１５：００中学生以上初級
１１：１０～１２：４０中学生以上中級
９：３０～１１：００中学生以上初級
実施時間曜日対象年齢種目

皆さんにご応募いただいたぬり絵が「かざぐる
まアート」【写真】になって、夏の風を受けて回り
ます。色とりどりの「かざぐるまアート」をぜひお
楽しみください。
お越しの際は、マスクの着用をお願いします。

日時・場所 ８月１０～１６日（土・日曜日を除く）は
東区役所ロビー、８月１７～１９日は健康ふれあいひろば
�東区役所企画総務課（�２８７―８１００ �２８７―８１１３）

ぬり絵チャレンジ「かざぐるまアート｣を展示します！ぬり絵チャレンジ「かざぐるまアート｣を展示します！ぬり絵チャレンジ「かざぐるまアート｣を展示します！

令和３年（２０２１年）８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」」


