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ビデオレターの上映

１月８日(祝日) 午前10時から
初芝体育館(東区野尻町221-4)で開催
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９年４月２日〜１０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やメッセージ、感謝
の言葉の発表の他、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。
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。他の区の式典会場に
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。
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や事故の原因となりますのでおやめください。

昨年の成人式

登美丘高校ダンス部に
よるダンス

若者委員よりメッセージ
この度は、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。家族や
友人、関わってくださった多くの方々への感謝の気持ちをここに述べたいと思いま
す。これからは社会に関わっていく大人としての自覚を持ち、人の役に立てるよう
な大人になりたいと思います。
東区成人式実行委員会若者委員一同
（佐々木玲奈さん、財部一葉さん、二木結衣さん、二木理衣さん、廣本尚美さん、
宮口優美さん、宮本菜々子さん）

自治会活動にご協力を
お願いします
東区自治連合協議会会長
明けまして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。
日ごろは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。
昨年は、「百舌鳥・古市古墳群」が平成
３１年の世界文化遺産登録の国内推薦候補
に選定されるなど、嬉しい話題の一方
で、１０月に発生した台風２１号は大きな被
害をもたらし、東区においても土砂崩れ
といった災害が発生しました。このよう
な時には、人と人の絆や地域のつながり
があってこそ、地域での自主防災活動が
機能するもので、日ごろからの自治会活
動がますます重要になります。
東区自治連合協議会では、防災活動を
はじめ、防犯パトロールや子どもの見守
り、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。このような活
動には、地域の皆様の力が必要不可欠で

中辻道雄

あり、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。
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（ !２８７―
８１２２ !２８７―８１１３）へ。

なお、戸籍の届け出は、東区役所西玄
関休日・時間外受付で取り扱います。
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
情報コーナーなど】 "２８７―８１００ !２８７―８１１３
!自治推進課
【自治会・美化など地域振興活動】
"２８７―８１２２

美化"２８７―８１０３

"２８７―８１０２

!２８８―２１５０

"２８７―８１０８

!２８７―８６２１

"２８７―８１１０

!２８７―８１１７

!２８７―８１１３

!市民課
【戸籍・住民票など証明・届出関係】
!保険年金課
【国民健康保険・国民年金など】
!生活援護課
【生活保護に関することなど】
!東老人福祉センター
【高齢者の健康増進など】
"２８７―８１５０

!２８７―８１６０

"２８７―８７３０

!２８７―８７４０

家族で考えよう！中学生活とスマホ
東区教育 健全育成会議関連事業
東区教育・健全育成会議関連事業

今年４月に中学校へ入学する子どもと
その保護者を対象に、リーフレット「ス
マホって便利!でもね…〜小中学生編
〜」を入学説明会などで配付します。
中学生になると、スマホなどの所持率
や利用時間が増えます。また、勉強やク
ラブ活動など、がんばることも多くなり
ます。

同リーフレットでは家族で気を付けた
いスマホとの付き合い方、環境の変化に
よる睡眠時間の減少、睡眠が学力・心身
に及ぼす影響をまとめています。家族で
ご覧になり、入学後の生活について考え
ましょう。
問 合 東区役所企画総 務 課（ !２８７―
８１００ !２８７―８１１３）へ。

開催します。
１ 月 １３ 日
（土）、午前１１時
〜正午、午後２
全国の中学校美術部などで活躍する中
〜３時、同館
学生の作品約４，
０００点から選ばれた約１３０
で。小・中学生
昨年の展示会
点の油彩・水彩画などを展示します。
とその保護者が対象。無料。直接会場
１月５〜１４日（１０日は休館）、午前９時
へ。
問 合 アートクラブグランプリ in S
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。 AKAI 事務局（ !２６０―４８２８ !２４８―
２０５７）か学校指導課（!２２８―７４３６ !２２８―
また、大阪芸術大学の学生が、アート
７４２１）へ。
の体験講座を行うチャレンジ・アートを

アートクラブグランプリ
in SAKAI

証明書自動交付機を休止
１月６・７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２ページに関連記事
あり）。

"東区教育・健全育成会議
１月２６日（金）、午後３時から東区役所
４階大会議室で。ネット・スマホ時代を
生きる子どもたちの基本的生活習慣の定
着について、審議を行います。

受け付けは開始３０分前から。直接会場
へ。先着１０人。個人情報が含まれる議題
については、非公開か一部非公開となる
場合があります。
これまでの審議の内容は、東区ホーム
ページ（アドレスは下記参照）や東区役所
市政情報コーナーなどでご覧になれます。
問 合 東区役所企画総 務 課（ !２８７―
８１００ !２８７―８１１３）へ。

!東基幹型包括支援センター
（高齢者総合相談）

〒599―8112 東区日置荘原寺町195番地1
!
!
www.city.sakai.lg.jp!
higashi/index.html
ホームページ http#

!地域福祉課
【介護・障害に関することなど】

!粗大ごみ受付センター
#０１２０―００―８４００
（携帯電話などから "０６―６４８５―５０４８）
!環境業務課指導係
（家庭ごみの収集）
"２２８―７４２９
"２８７―８１９８ !２８６―６５００
!上下水道局お客様センター "２５１―１１３２
（東地域子育て支援センター専用 "２８７―８６１２）
!東保健センター
!北部地域整備事務所 "２５８―６７８２ !２５８―６８４３
【乳幼児健診・各種健康相談など・健康づくりに関すること】 !東消防署 "２８６―０１１９ !２８６―０１２６
"２８７―８１２０ !２８７―８１３０
!市税事務所
（三国ヶ丘庁舎）
法人諸税課
"２３１―９７４１ !２５１―５６３１
!社会福祉協議会東区事務所・東区民プラザ
市民税課
"２３１―９７５３ !２５１―５６３２
"２８７―０００４ !２８７―０４４４
固定資産税課 "２３１―９７６２ !２５１―５６３３
!東区障害者基幹相談支援センター
納税課
"２３１―９７７３ !２５１―５６３４
"２８５―６６６６ !２８７―６７６７
"２８７―８１１２

!２８７―８１１７

!子育て支援課
【子育て・児童の手当・女性の相談など】

区役所外
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