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１０月２０日（火）、午後１～４時、東区役所１階市政情報コーナーで。
�堺市公園協会（�２４５―００７０ �２４５―００６９）

段ボール箱を使って生ごみの減量
・堆肥化ができる、環境に優しい生
ごみの処理方法「生きごみさん」の作
り方・育て方を学びます。できた堆
肥は、ガーデニングや家庭菜園など
に利用できます。
講習会参加者には「生きごみさん」

に必要な資材を配付します。市内在
住の方が対象。無料。

１０月１６日（金）午後２～３時３０分、
東区役所で。先着１５人。
�はがきか FAX、電子メールで住
所、氏名、電話番号、講習日を１０月
６日（必着）までに資源循環推進課
（〒５９０―００７８ 堺区南瓦町３―１ �
２２８―７４７９ �２２８―７０６３ 電 子

メールshijyun@cit
y.sakai.lg.jp）へ。

段ボール箱の中で生ごみを堆肥に！
～生きごみさん講習会～

段ボール箱の中で生ごみを堆肥に！
～生きごみさん講習会～

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）

担当区域（小学校区）東第２地域包括支援センター

南八下・八下西・日置荘・
日置荘西・白鷺

東区日置荘田中町１４３―１（つるぎ荘内）（�２８６―２８２８ �２８６―６８６８）
東第１地域相談窓口

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）

担当区域（小学校区）東第１地域包括支援センター

ばひ ろ
情 報
高齢の方向け

東基幹型包括支援センター
東区日置荘原寺町１９５―１
（�２８７―８７３０ �２８７―８７４０）

�「ぱねーる君のちょっと寄ってっ
て」パネル展
「介護予防」、「介護保険」、「認知
症」、「成年後見制度」などについて
のパネル展を行います。
１０月５～２２日午前９時～午後５時

３０時、東区役所１階ロビーで。直接

会場へ。
�東区認知症家族の会「ポピー」
認知症の方を介護している家族や

支援者を対象に、家族の会を開催し
ます。お茶を飲みながら楽しく話し
ませんか。
※新型コロナウイルス感染症拡大の
影響により、中止になる場合があり
ます。
１１月９日（月）午後１時３０分～３
時、東区役所で。無料。
�受付中。電話か FAX で１１月６日
までに東基幹型包括支援センター
へ。先着１５人。

３密回避のため、入場制限を設
ける場合があります。
�ハッピーひろば
３１０畳のお部屋で遊具を使って
みんなで自由に遊びます。
指導員によるリズム運動・ゲー

ム遊びもあります。
１０月１３・２７日午前１０～１１時３０
分。平成２８年４月２日以降に生ま
れた子どもとその保護者が対象。
費用１家族６００円。登録のう

え、当日は券売機で券を購入後、

参加してください。
�はじめてのフラダンス
ハワイの美しい自然を表現し

た、フラダンスの動きの意味を知
りながら楽しむ初心者向けの教室
です。
１０月２１・２８日、１１月４・１１・１８
・２５日午前１０～１１時。１６歳以上の
女性が対象。費用一般４，８００円、６０
歳以上４，２００円、高校生３，０００円。
�１０月１４日午前９時から直接、同
体育館へ。先着３０人。

��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������

司司法法書書士士にによよるる休休日日・・
夜夜間間無無料料法法律律相相談談会会

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。

１０月３日午後１～４時、２１日午後
６～９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
大阪司法書士会堺支部（�０８０―４２３３―
４０４０�土・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）

えさを放置したりばらまいたりす
ると、猫だけでなく虫やカラスも集
まるなど近隣の生活環境の悪化につ
ながります。
また、不妊手術を行わないままえ

さだけを与えると、猫の繁殖、ふん
尿被害を招きます。
市では、野良猫の駆除・引き取り

は行っていません。飼い主の分から
ない猫を増やさないためにも、飼い
猫は最後まで室内で適正に飼育する
よう努めましょう。

野良猫にえさを与えるのであれ
ば、命に責任をもって、置きえさはせ
ず、不妊手術やふん尿の始末などを
行い、近隣住民とのトラブルを防ぎ、
理解を得られるようにしましょう。
■地域猫活動
地域住民の有志の方が、地域の合

意のもと、今いる野良猫たちを不妊
手術し、ルールを守り適切に管理す
る活動です。
�動物指導センター（�２２８―０１６８
�２２８―８１５６）

野良猫への無責任な
えさやりはやめましょう

野良猫への無責任な
えさやりはやめましょう

地域子育て支援事業担当
（子育て支援課内）

（�２８７―８６１２ �２８６―６５００）
�子育て講座「身近な材料を使っ
ておもちゃを作ろう」
１０月２８～３０日で東区役所１階に
こにこルームを利用された方に、
簡単に作れて、親子で楽しめるお
もちゃのキットを配布します。無
料。詳しくは、区ホームページか
さかい子育て応援アプリ参照。

にこにこルームは現在、定員を
設け予約制としています。
�利用希望日の３開室日前から
（受け付けは午前１０時～午後４時）
電話か FAX で氏名、子どもの月
齢、電話番号を同担当へ。
�にこにこルームの一時的な場所
変更のお知らせ
１０月１日から工事のため、にこ
にこルームは東区役所１階１０７会
議室で開室します。

東東 区区 子子 育育 てて 通通 信信 進進増増康康健健初芝体育館で
東区野尻町２２１―４ �２８５―０００６ �２８５―７３１８

都市計画道路・大阪河内長野線の
一部区間（図参照）（美原区南余部地
内から東区北野田地内約５００ｍ）が、
９月３０日から通行できます。交差点
の通行方法に変更を伴うので、ご注
意ください。
�道路計画課（�２２８―７４２３ �２２８―
７１３９）
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新しく道路ができました新しく道路ができました
大阪河内長野線の

一部区間
大阪河内長野線の

一部区間

令和２年（２０２０年）１０月１日
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

２ 東区広報 笑笑顔顔とといいっっししょょにに「「あありりががととうう」」


