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東 区 子 育 て 通 信
て支援事業は休止中です。開催が決
まり次第お知らせしますので、当コ
ーナーや市ホームページでご確認く
ださい。

地域子育て支援事業担当
（子育て支援課内）
（!２８７―８６１２ !２８６―６５００）
"東区役所１階子育てひろば「に
こにこルーム」再開のお知らせ
新型コロナウイル
スの感染拡大を防ぐ
ため休館していまし
たが、６月より再開
しています。ただ
し、利用定員を設け予約制として
います。予約方法は、東区ホーム
ページやさかい子育て応援アプリ
参照。
月〜金曜日（祝休日を除く）、無
料。初めて利用する方は、登録手
続きが必要です。
なお、ベビーダンス、ベビーヨ
ガ、ベビーマッサージなどの子育

"子育て支援課に届く声
子育て中は悩んだり迷ったりの繰
り返しです。どんな小さなことでも
いいので、ご相談ください。
今回はよくある相談を紹介しま
す。
"子どもの育ちについて#
Q.母乳はいつやめるべきか。
A.赤ちゃんが自然におっぱいを
欲しがらなくなるまで待つ「卒乳」と
いう考え方が広がっています。
Q.第２子が生まれて、赤ちゃん
返りに悩んでいる。
A.「あなたが赤ちゃんの時も、み
んなから大切にされていたよ」と伝
ケアマネジャー、社会福祉士がお話
をうかがいます。
ダブルケアとは？
子育てしながら親の
介護もされている方
や、孫の世話をしなが
ら配偶者の介護もされ
ている方など、同時期
に子育て（１７歳以下の
子どもや孫）と介護の両方を行って
いる状態です。
東基幹型包括支援センターまで気
軽にご相談ください。

高齢の方向け

情 報
ひろば
東基幹型包括支援センター
東区日置荘原寺町１９５―１
（!２８７―８７３０ !２８
７―８７
４
０）

ダブルケア相談窓口のご案内
子育てと介護のお悩みに関する相
談に対応し、必要に応じて情報提供
や助言・関係機関との連絡調整など
総合的に支援します。保健師、主任
東第１地域包括支援センター

担当区域（小学校区）

東区石原町３丁１５０（つるぎ荘・やしも地域サポートセンター内）
（!２４０―００１８ !２４０―００４８）
東第１地域相談窓口

南八下・八下西・日置荘・
日置荘西・白鷺

（!２８６―２８２８ !２８６―６８６８）
東区日置荘田中町１４３―１（つるぎ荘内）
東第２地域包括支援センター

担当区域（小学校区）
登美丘西・登美丘東・
登美丘南・野田

東区南野田３３
（ハーモニー内）
（!２３７―０１１１ !２３７―３９００）

指定難病患者・小児慢性特定疾病児童等の
ための就労相談
難病患者で働き
たい方や働き続け
ることを不安に思
っている方を対象
に、難病患者支援
センターの難病支援員が相談に応じ
ます（仕事のあっせんは行っており
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ません）。
８月４日（火）、午前１０時３０分〜午
後４時（１人９０分以内）、東保健セン
ター内で。定員３名（予約制）。無
料。
"受付中。難病患者支援センター
（!２７５―５０５６ !２７５―５０３８）
へ。
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えてください。赤ちゃんが眠ってい
る時などに、しっかりスキンシップ
を取ることも大切です。
"親について#
Q.親同士の友達を作りたい。
A. 親 子 で 集 え る 近 隣 の ひ ろ ば
や、地域の子育てサークル・サロン
をご紹介します。一人で行くのが不
安な時は、同課保育士や子育て支援
コーディネーターが同行することも
できます。
"保育所について#
Q.入所申請はいつすれば良いか。
A.年度途中は、入所の希望月の
前月１０日までです。例えば令和２年
９月からの入所を希望する場合は、
８月７日まで（１０日が祝日のため）。
ただし、４月からの入所を希望す
る場合は、前年度に申請が必要で
す。今年度４月からの入所受付期間
は、令和元年１０月１〜３１日でした。
来年度分は申請時期が決まり次第お
知らせします。

Q.保護者が仕事をしていない
と、入所できないのか。
A.就労以外にも要件はあり、
入所できる場合があります。特
に、引越しや出産などで一旦退職
された方は、入所が決まらないと
就職活動も滞ります。この場合、
求職活動要件で申請が可能です
（入所の決定ではありません）。詳
しくは市ホームページ参照。
"幼稚園について#
Q.東区でおすすめの幼稚園は
どこか。
A.園見学や園庭開放などを実
際にご覧になり、子どもの性格や
保護者が望む教育に合っているか
確認されることをおすすめしてい
ます。
Q.プレ幼稚園に通いたい。
A.東区の入園前の未就園児ク
ラスは、保護者同伴です。子ども
だけで通園できる園については、
同課にご相談ください。
い方〜賢く利用してト
ラブル防止」をテーマ
に、キャッシュレス決
済とは何かやよくある
消費者トラブル、賢く
利用するための管理方法や気を付け
たいことについて学びます。
（火）
、午後１時３０分〜３
７月２１日
時、
同センター２階大広間で。
無料。
"７月１日から直接または電話で同
センターへ。先着１５人。

東区日置荘原寺町１９５―１
!２
８
７―８
１５
０ !２８
７―８
１６
０

利用には利用証の提示が必要で
す。市内在住の６０歳以上の方が利用
証を作ることができます。詳しくは
同センターへ。
"健康教養講座
「キャッシュレス時代のお金の払

司法書士による休日・
夜間無料法律相談会
相続・遺言・不動産・成年後見な
どの手続きに関する相談に無料で応
じます。電話相談はできません。
７月４日午後１〜４時、１５日午後

６〜９時、８月１日午後１〜４時、
司法書士総合相談センター堺（堺東
駅前）で。要予約。予約は大阪司法
"土
書士会堺支部（!０８０―４２３３―４０４０
・日曜日、祝休日を除く、午前１０時
〜午後４時#
）へ。
#同会堺支部か市民人権総務課（!
２２８―７５７９ !２２８―０３７１）

400ml 献血にご協力ください
7月8日
（水） 東区役所正面玄関前
（南側）
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。皆さんのご
協力をお願いします。
!受け付けは午後２時〜４時３０分。
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
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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。
#東区役所自治推進課（!２８７―８１２２
!２８７―８１１３）
。
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