平成29年（2017年）
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笑顔といっしょに
「ありがとう」

畑へGO！

同イベントの講師である丈六の農家の皆さんは、地元で栽培した新鮮な農作物を
自身で販売する「丈六愛菜市」を開催しています。
問 合 丈六農業実行委員
（ 234-6847）か同課へ。

東区区民評議会委員を募集
市では、区民の皆さんとともに区域内の課題解決や、区の特性に応じた施策・
事業に係る総合的な計画、まちづくりの方向性などについて、調査や審議を行
う「区民評議会」を平成27年度から設置しています。このたび、委員の任期満了
に伴い引き続き魅力あるまちづくりを進めていくために、東区区民評議会の委
員を、次のとおり募集します。
象＝次の全てに該当する方。
       ①４月１日現在で20歳以上。②東区在住・在勤・在学。③東区
区民評議会の会議（平日の夜間、土・日曜日開催の場合あり）に
出席できる。

募集人数＝若干名。

期＝就任日から２年間（６月１日就任予定）。

報
酬＝会議出席１日につき１万200円。会議は２カ月に１回程度。
選考方法＝応募用紙と論文による１次選考と、プレゼンテーションと面接
による最終選考を実施。

東区では、次のような方を
求めています
東区に愛着があり、まちづくり
に理解・関心がある方。
行政とともによりよいまちづく
りを考えていただける方。
詳しくは東区役所企画総務課、市役

所市政情報センターなどにある公募要
項（東区ホームページ〈アドレスは下記
参照〉からダウンロード可）でご覧にな
れます。
申 込 直接か郵送で、公募要項に添
付の応募用紙と論文を３月１〜31日（消
印 有 効 ）に 同 課（ 287-8100
2878113）へ。選考結果は、応募者全員に通
知します。

司法書士による休日・夜間無料相談会
相続・遺言・不動産・会社登記などに
ついて相談できます。電話相談不可。
３月４日、午後１〜４時、３月15日、
午後６〜９時、司法書士総合相談セン
ター堺（堺東駅前）で。予約可。

予約は、月〜金曜日、午前10時〜午後
4時に大阪司法書士会堺支部（ 0804233-4040）へ。
問 合 同会堺支部か市民人権総務課
（ 228-7579
228-0371）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

●
●
●

男
40,418人
（3人減）
人口密度
8,120人／km2

女
44,761人
（17人減）
面積
10.49km2

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

東地域子育て支援センター
（子育て支援課内）
（ 287-8612 FAX 286-6500）
公園ひろば
手作りおもちゃで遊んだり、体操やふ
れあい遊びをしたりします。保護者同士
も交流しましょう。
３月８日（水）＝午前10〜11時、東初
芝公園（日置荘北町１丁）で。
３月24日（金）＝午前10時30分〜11時
30分、白鷺公園（白鷺町１丁）で。
子育て講座「子育て、子育ち、自分
育ち」
「グッドイナフマザーはいかが？」を
テーマに子育てのポイントを保育士・小
仲久子さんが話します。
３月14日（火）、午前11〜11時45分、東
区役所１階にこにこルームで。未就学児

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

０６―６４８５―５０４８ ）

とその保護者が対象。無料。直接会場へ。
東区ぱぱてらす「パパと一緒にあそ
ぼう」
子どもと父親の遊び場づくりや、父親
同士の交流を目的に行います。母親も一
緒に参加できます。
パパ向けお話講座「子どもの発達と
パパの関わり方、実際の遊びを体験しな
がら♪」＝３月26日（日）、午前10〜11時
30分、東区役所２階201・202会議室で。
未就学児とその保護者が対象。無料。直
接会場へ。飲み物を持参。

子どもの
“入学、進級”
で気になることはありませんか？

東区教育・健全育成相談窓口
まもなく迎える入学、進級の準備や手
続きを始め、児童・生徒の生活習慣や学
校生活など、教育に関する相談窓口を区
役所に開設しています。
小・中学生の保護者などを対象に、元
教員の相談員が関係機関と連携しながら
相談に応じます。
開設日時は、月～金曜日（祝休日を除

東区区民評議会

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。

東区教育・健全育成会議

２月に答申書・提言書を提出

東区区民評議会
「区民が住み慣れた地域で人とつなが
り、主体的に取り組む健康づくり」の諮
問に対する答申書が市長へ提出されまし
た。
東区教育・健全育成会議
「ネット・スマホ時代における基本的
生活習慣の定着に資する有効な取組」の

審議依頼に対する提言書が市長と教育委
員会へ提出されました。
答申書・提言書は東区ホームページ
（アドレスは下記参照）か東区役所市政情
報コーナーでご覧になれます。
問 合 東区役所企画総務課
（ 2878100
287-8113）へ。

特殊詐欺に
ご注意ください

オレオレ詐欺＝息子と偽り｢お金が
必要｣と電話を掛け、送金させる。
架空請求詐欺＝｢有料サイトの閲覧
履歴があるのに料金未納だ｣といった請
求のメールを送り、驚いて電話をした被
害者を脅して金銭を支払わせる。
不審な電話や訪問があったときは、そ
の場で対応せずに、黒山警察署（ 3621234
363-0895）か東区役所企画総務
課（ 287-8100
287-8113）へ相談して
ください。

最近は特殊詐欺の被害数が増加し、昨
年の市内認知件数は111件でした。特殊
詐欺には次のような事例があります。
還付金等詐欺＝市職員などを名乗
り、｢医療費の過払い金があるのでＡＴ
Ｍ（現金自動受払機）で手続きをしてくだ
さい｣と被害者を誘導し、犯人の口座に
振り込ませる。

〒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
●

昨年の様子

東区の畑で春を感じてみませんか。春になるにつれ成長
する作物の様子を見つつ、ホウレンソウなどの収穫を体験
し、プランターで野菜の作付けを行います。また、丈六の
農家の方が野菜の育て方のコツやおいしい食べ方について
話します。作付けしたプランターと収穫物は持ち帰り可。
３月25日（土）、午前10～11時30分。区内在住、在学、在
勤の方が対象。費用300円。
申 込 直接か電話、FAXで住所、氏名、電話番号を書い
て、３月２～17日に東区役所企画総務課（ 287-8100
287-8113）へ。先着20人。

任

月号

平成29年2月１日推計
（ ）
は前月比

人口
85,179人
（20人減）
世帯
35,159世帯
（7世帯減）

東 区 子 育 て 通 信

～みんなでやさい体験～

対

第132号

東区の人口

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
北

日置荘中学校
堺富田林線

東区役所北

東区役所

Ｐ

東保健センター
東老人福祉センター

至堺

東

東区役所前

萩原天神駅
阪和自動車道
泉大津美原線

高野

線

至北
野田

1-C3-15-0069
1-C3-16-0084

