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東区民健康の集い

５月13日(日) 午前10時〜午後4時ごろ
初芝体育館・野球場（東区野尻町221-4）
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初芝体育館 野球場
出雲大社
大阪分祠
大野芝

至北野田

会場は初芝駅から南西へ約８００ｍです（地図
参照）。来場の際は公共交通機関をご利用く
ださい。当日、臨時送迎バス（無料）を八下・
日置荘、登美丘、野田の各方面に運行しま
す。詳しくは東区ホームページ（アドレスは
下記参照）か、東区役所１階市政情報コーナー
にあるバスルートマップでご覧になれます。

線
田林
堺富

東区の皆さんの親睦や交流、連帯を深めることを目的に開催します。子どもから
大人まで楽しめる企画が満載です。皆さん、ぜひご来場ください。入場無料（販売
品は有料）。直接会場へ。
問 合 東区民まつり運営委員会事務局
（東区役所自治推進課内 "２８７―８１２２ !
２８７―８１１３）へ。

駐輪場
臨時バス （日置荘西
小学校内）
発着場

ベビールーム 屋外と体育館内に１カ所ずつ設置。気軽にご利用ください。
+++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++
（※）
雨天時は中止する場合あり。
催し
"こどももちつきコーナー（１回目
午前１１時、２回目午後１時）
杵（きね）・臼を使った餅つきの体験
コーナー。無料。人数制限あり。
"ふれあい動物
園（午前１０時３０分
〜午後０時３０分、
午後１時３０分〜３
時３０分）
可愛い動物たちと遊べます【写真】。
"各種団体コーナー （※）
手づくりおもちゃ、堺の特産品コー
ナーなど。
"花の種プレゼントコーナー
１人１袋。なくなり次第終了。

子育て講座

"福祉団体コーナー
東区の福祉団体の皆さんが手作り品な
どを販売します。
"野点（のだて）コーナー
１席２００円（和菓子付き）。なくなり次
第終了。
"ミニ SL コーナー（正午〜午後２時
４０分） 午後２時４０分受付終了 （※）
子どもたちが乗車して楽しめます。
"防災コーナー （※）
ミニパトカー、消防車などがやってき
ます。
献血も実施し
ます。ご協力く
ださい。

+++++++++++++++++++++++++++++
昨年の区民まつり
+++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++
++++++++++++++
模擬店コーナー
似顔絵コーナー
++++++++++++++
（希望者多数の場合は抽選）
東区の校区の皆さんの出店です。
抽選くじの配付。
焼きそば、たこ焼き、イカ焼き、フラ
"午前１０時３０〜４５分
ンクフルト、カレーライス、揚げパン、
"午後１時１５〜３０分
そばメシ、お好み焼き、パンケーキ、お ++++++++++++++
餅、ポン菓子、綿菓子などの他、当て ++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++
東区民健康の集い
物、金魚すくいなど。

+++++++++++++++++++++++++++++
（初芝体育館 第２体育室など）
+++++++++++++++
ステージプログラム
体力チェックや食育展示体験、ひが
+++++++++++++++
（体育館内）
【下写真】
野田中学校
吹奏楽部によ
るオープニン
グ演奏や初芝
立命館高校ダンス部の出演など。詳しく
は当日会場で配布するチラシか東区ホー
ムページ（アドレスは下記参照）でご覧に
なれます（プログラムは変更する場合が
+++++++++++++++
あります）。

+++++++++++++++
+++++++++++++++
お楽しみ抽選会
+++++++++++++++
（閉会式後、ステージで実施）
特等 除加湿空気清浄機 １人
１等 ロボット掃除機 ２人
２等 トースター ４人
３等 電波時計 １５人
午後２時４０分までに、配布チラシの抽
選引換券を正面受付か案内所（野球場内）
で抽選券に引き換えてください。特等と
１・２等は当選者が抽選会場にいない場
合、再抽選。

災害から子どもを守ろう

答申書が
提出されました

突然、災害に遭ったら、大切な家族を守る自信
がありますか。東区でも、地震など大きな災害の
発生による被害が想定されています。
もしもの時に役立つ知識や日用品、普段から取
り組める防災・減災のアイデアなど、子育て中の
方にお勧めする備えについて、紹介します。
６月５日（火）、午前１１〜１１時４５分、東区役所１
階にこにこルームで。未就学児とその保護者が対
象。無料。直接会場へ。
問 合 地域子育て支援センター事業担当
（東区
役所子育て支援課内 "２８７―８６１２ !２８６―６５００）
へ。

東区区民評議会では「地域と連携し、
ともに進める防災、減災の対策」につい
て、７回にわたり審議を重ね、３月１４日
に答申書が市長へ提出されました。今後
も答申を踏まえて、防災・減災の情報発
信や取り組みを進めていきます。
答申書の内容など詳しくは、東区ホー
ムページ（アドレスは下記参照）や東区役
所１階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。

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

"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

!東基幹型包括支援センター
（高齢者総合相談）

それいけ!アンパンマン
ショー
時間：１回目 午前１１時２５分頃〜
２回目 午後２時４５分頃〜
会場：体育館内ステージ 観覧無料

!やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

東区区民評議会

東区区民評議会
関連事業

!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】

し８０２０歯の健康などのコーナー、クイ
ズラリー、各種パネル展示など。
"肺がん検診!午前１０時〜正午、胸
部Ｘ線検査（予約不要）。４０歳以上の方
が対象。無料。たん検査（要予約）の追
加など詳しくは３ページ参照。

東区
!東区教育・健全育成会議
５月９日（水）、午前９時から東
区役所４階大会議室で。家庭・地
域における教育・健全育成に向け
た取り組みについて審議を行いま
す。
!東区区民評議会
５月１７日（木）、午後６時３０分か
ら東区役所２階２０１・２０２会議室
で。区の特性に応じた施策・事業
にかかる総合的な計画、まちづく
りの方向性などについて審議を行

います。
受け付けはいずれも開始３０分前
から。直接会場へ。先着各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１階市政情報コー
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。

〒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―８６１２ !２８６―６５００
!上下水道局お客様センター "０５７０―０２―１１３２
【児童・ひとり親・女性に関することなど】
"２８７―８１９８ !２８６―６５００
!北部地域整備事務所 "２５８―６７８２ !２５８―６８４３
!東保健センター
!東消防署 "２８６―０１１９ !２８６―０１２６
【乳幼児健診・各種健康相談など・健康づくりに関すること】
!市税事務所
（三国ヶ丘庁舎）
"２８７―８１２０ !２８７―８１３０
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
【子育て相談に関することなど】

区役所外
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