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笑顔といっしょに
「ありがとう」

東区の人口
人口
85,264人
（22人増）
世帯
35,030世帯
（30世帯増）

第125号

月号

平成28年7月1日推計
（ ）
は前月比

男
40,462人
（10人増）
人口密度
8,128人／km2

女
44,802人
（12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

ひがしふれあい文化祭

「作品展」出展者を募集
東区の皆さんが文化や芸術にふれ、交流を深めるこ
とを目的に、11月20～22日に東文化会館（北野田駅前）
で第11回ひがしふれあい文化祭を開催します【写真】。
同文化祭の開催にあたり出展作品を次のとおり募集し
ます。
出展資格
東区在住・在勤・在学の個人かグループ。
出展作品
絵画、写真、書、工芸品、パッチワーク、ちぎり
絵、造花、絵手紙など。１人（１グループ）１点限り。
作品の大きさは額縁を含め、縦・横・高さ各100cm以
内。書は全紙（70×135cm）以下。
作品は未発表のものに限ります。額や表装などは各
自で用意してください。

作品の搬入日
11月10・11・14日の午前９時～午後５時に東区役所
自治推進課までお持ちください。
一部工芸品などは搬入方法に条件があります。詳し
くはお問い合わせください。
作品展の実施場所
同館北野田フェスティバル（文化ホール）ギャラ
リー。
申 込 直接かはがきで郵便番号、住所、氏名
（ふり
がな）、電話番号、出展品目、作品の大きさ（縦、横、
高さのサイズ、壁掛けの作品についてはその旨も）を
書いて、９月30日（消印有効）までに東区ふれあい事業
実行委員会事務局（〒599-8112 東区日置荘原寺町
195-1 東 区 役 所 自 治 推 進 課 内
287-8122

STOP !

前向き子育てプログラム
参加者募集

子どもの気になる行動を改善するた
めの接し方や、子どもとの良好な関係
の築き方を学んでみませんか。日程な
どは表のとおり。
いずれも午前10時～正午、東区役所
で。全回参加できる東区在住の２～12

日 程
講座形式
Aグループ Ｂグループ

回

９月２・
１～４ ９・16・
23日
５・６
７

歳の子どもの保護者が対象。費用200円。
申 込 直接かFAXで住所、氏名、電
話番号、希望グループを書いて、８月
２～19日に東区役所子育て支援課（
287-8198
286-6500）へ。先着各12
人。

９月６・
13・20・
27日

９月30日、 10月４・
10月７日
11日
10月14日

10月18日

内

容

前向きな子育てや子どもとの良好
グループ な関係づくり、対応が難しい子ど
ワーク もの行動をうまく扱えるようにな
るための手法を学びます。
先に学んだことを家庭でうまく活
電話相談
用できているか話し合います。
子どもの行動の変化について話し
グループ
合い、プログラムで学んだことを
ワーク
復習します。

集団回収報償金の
申請は８月中に

今年２～７月に東区で実施した、古紙
や衣類などの集団回収に対する報償金の
申請を８月１～31日（土・日曜日、祝日

を除く）に受け付けます。
新規登録やあらかじめ登録団体に郵送
している申請書などについて詳しくは、
東 区 役 所 自 治 推 進 課（ 287-8122
287-8113）へ。

市民課窓口に来られる方へ
マイナンバーカードの交付が始まり、
多くの区民の方にお越しいただいてお
り、長時間お待ちいただく場合がありま
す。特に月曜日など、休日の翌日は混雑
が予想されます。

マイナンバーカードの受け取りや住所
異動、印鑑登録などの手続きは、時間に
余裕を持ってお越しください。
問 合 東区役所市民課
（ 287-8102
288-2150）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
●

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

歩きスマホ

スマートフォンの普及に伴い、スマー
トフォンを操作しながら歩く「歩きスマ
ホ」が問題となっています。「歩きスマ
ホ」は視界が狭まることで、近づく人や
自動車などへの反応が遅れ、事故に巻き
込まれたり、周
りを巻き込む事
故を引き起こし
たりする原因に
なる恐れがあり
危 険 で す。 ス

マートフォンを操作するときには通行の
妨げになる場所を避けて止まり、周りの
迷惑とならないように使用しましょう。
また、自転車やバイクなどを運転しなが
らの操作は大事
故につながる恐
れがあるため、
絶対にやめま
しょう。
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
区役所に子どもの教育・健全育成に
関する相談窓口を開設しています。
小・中学生の保護者などを対象に、
元教員の相談員が、児童・生徒の家庭
学習や生活習慣などに関する相談に応
じます。

開設日時は、月～金曜日（祝休日、
年末年始を除く）、午前９時～午後５
時。
相談は、直接か電話で東区教育・健
全育成相談窓口（東区役所企画総務課
内
287-8109
287-8113）へ。

400㎖ 献血にご協力ください
日本赤十字社では、年々高まる血液需
要に応えるため、400㎖献血を次のとお
り実施します。皆さんの協力をお願いし
ます。
８月16日（火）=午後１時30分～４時
30分、東区役所正面玄関前（南側）で。
８月28日（日）=午前10時～正午、午
後１～４時、太田自動車駐車場（東区日
置荘西町１丁11-1 ライフ初芝店駐車
場内）で。
男性17～69歳、女性18～69歳で、体重

が50㎏ 以 上 の 健 康
な方が対象（65歳以
上は、60～64歳に献
血経験のある方）。
献血前に医師によ
る問診を行います。
献血時には運転免許証など本人確認がで
きるものや献血カードを持参してくださ
い。
問 合 東区役所自治推進課
（ 2878122
287-8113）へ。

〒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
●

287-8113）へ。電話、FAXでは申し込めません。ご了
承ください。10月31日までに搬入方法などの詳しい内
容を申込者全員にお知らせします。

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
●

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 @team_higashi
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