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笑顔といっしょに
「ありがとう」

東区の人口
人口
85,179人
（36人減）
世帯
35,131世帯
（12世帯増）

第130号

月号

前回の成人式

１月９日（祝日）午前10時から

初芝体育館（東区野尻町221-4）で開催

若者実行委員より一言
辻 侑果（感謝の言葉発表）
これまで育ててくれた方たちに感謝を伝える、この
ような貴重な機会をいただきありがとうございます。
成人式を通じて改めて「感謝」ということを意識してい
ただけたらうれしいです。
磯部 元輝（メッセージ発表）
成人を迎えるにあたり、多くの方々と出会い、助け
られてきたと改めて感じました。ここまで育て、支え
てくれた両親、共に過ごしてきた友だちには本当に感
謝しています。当日は感謝の気持ちを精一杯伝えられ
るよう頑張ります。

自治会活動に
ご協力をお願いします
中辻

東区自治連合協議会会長
新年おめでとうございます。
皆様におかれましては、輝かしい新
春を健やかに迎えられ、ますますご清
祥のこととお喜び申し上げます。
自治会活動をはじめ、多くの地域活
動にご理解とご支援をいただき、誠に
ありがとうございます。
さて、昨年を振り返りますと、４月
に発生した熊本地震など大規模な震災
が記憶に残りますが、近い将来、東南
海・南海地震の発生が懸念されてお

自治会ではこんな
活動をしています
災害に強い
まちづくり

助け合いの
まちづくり

安心して暮らせる
まちづくり

ふれあいのある
まちづくり

きれいな
まちづくり

情報を共有する
まちづくり

子どもを見守る
まちづくり

自治会へのご加入
とご協力をお願い
します

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

●

道雄

り、防災力の向上を
図るため、自主防災
訓練を通じ、「自助」
「共助」の意識向上
を図り、お互いが助け合える地域社会
をめざしております。
また、防災活動だけでなく、防犯パ
トロール、子どもの見守り、青色回転
灯装備車（青パト）による巡回や美しい
まちづくりのための環境美化活動など
を行っています。そして、このような
活動には、地域の皆様の力が必要不可
欠であり、これからもその力を結束し
て、地域課題の解決に取り組んでいき
たいと思っております。
最後になりますが、今後とも自治会
活動へのご理解、ご協力を賜りますよ
うお願い申し上げるとともに、東区の
皆様にとって本年が良い年であります
よう心よりお祈りし、新年のあいさつ
とさせていただきます。
問 合 東区役所自治推進課
（ 2878122
287-8113）へ。

●
●

に、これからは私が人の役に立っていけるよう頑張っ
ていきたいです。
松山 瑞紀
無事に成人を迎えるにあたり、今まで育ててくれた
家族、私の成長に関わっていただいた方々への感謝の
気持ちをここに述べたいと思います。本当にありがと
うございます。大好きです。
間宮 魁斗
色々な人に支えられて成人することができました。
これからは大人として社会に関わっていくことをしっ
かりと意識し、これまでに支えてきてくれた人たちを
これからは自分の手で支えることができるような人間
になっていきたいと思います。

全国の中学校美術部などで活躍する中
学生の作品約4,200点から選ばれた約130
点の油彩・水彩画などを展示します。
１月５～22日（11・18日は休館日）、午
前９時30分～午後７時、東文化会館（北
野田駅前）２階ギャラリーで。無料。直
接会場へ。
期間中、次のイベントを開催します。
いずれも午前11時～正午、午後２～３
時、同館で。無料。直接会場へ。先着各
25人。
チャレンジ・アート＝大阪芸術大学
の学生が、アートの体験講座を行いま
す。小・中学生とその保護者が対象。１
月14日（土）。

０６―６４８５―５０４８ ）

in SAKA

I

昨年の作品展

エンジョイ・アート＝アートクラブ
グランプリ in SAKAI出身のOB・有志
によるアートワークショップを行いま
す。１月15日（日）。
問 合 アートクラブグランプリ in SAKAI
事務局（ 251-3005
251-3006）か学校
指導課（ 228-7436
228-7421）へ。

■ 証明書自動交付機休止と全館停電について ■
１月７・８日は電気設備点検のため、
東区役所１階の証明書自動交付機を休止
します（広報さかい３ページに関連記事
あり）。
また、８日は午前８時～正午に東区役
所の全館停電検査を実施しますので、同

交付機に加え、証明写真自動撮影機や血
圧計、トイレなども利用できません。ご
了承ください。
問 合 東区役所市民課
（ 287-8102
288-2150）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
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
●

粗大ごみ受付センター
0120―00―8400（携帯電話などから
環境業務課指導係（家庭ごみの収集） ２28―7429
固定資産税事務所
２４７―８８７２ FAX ２４７―８８７０

ビデオレター上映

アートクラブグランプリ

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
●

女
44,758人
（19人減）
面積
10.49km2

会場周辺には駐車場が
ありません。公共交通機
関でお越しください。ま
た、路上での駐停車は会
場周辺の渋滞など、近隣
の迷惑となりますのでお
やめください。

登美丘高校ダンス部によるダンス

中村 真由（市民憲章朗読）
無事に成人を迎えることができて、大変うれしく
思っています。両親や周りの人たちへの感謝の気持ち
を忘れず、これからも日々精進していけたらと思います。
片岡 可奈子（司会）
成人を迎えるにあたって、両親そして友人や周りの
方々に支えてもらってここまで来られたことを実感し
ました。感謝の気持ちでいっぱいです。式当日はその
気持ちをしっかり届けられるよう、精一杯司会を務め
させていただきます。
沖野 芽衣（司会）
周りの人たちに支えられ、ここまで成長してこられ
たことを実感しています。この感謝の気持ちを忘れず

男
40,421人
（17人減）
人口密度
8,120人／km2

編集・発行東区役所企画総務課
e-mail:higashikiso@city.sakai.lg.jp

東区成人式
新成人の皆さんの希望に満ちあふれた門出を祝うため、成人式を開催します。
平成８年４月２日〜９年４月１日生まれの方が対象。
式典では、新成人による市民憲章朗読、メッセージや感謝の言葉の発表のほ
か、登美丘高校ダンス部によるダンスを行います。また、ビデオレターの上映や
記念撮影コーナーもあります。
新成人の皆さんは、ぜひ参加してください。観覧席もあります。
当日は12月中旬に送付した案内はがきを持参してください。他の区の会場に出席するこ
ともできます。
問 合 東区成人式実行委員会事務局
（東区役所自治推進課内
287-8122
287-8113）へ。

平成28年12月１日推計
（ ）
は前月比

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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