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������������������������������行行政政書書士士にによよるる休休日日無無料料相相談談会会
遺言、相続、内容証明や各種契約書の作成、帰化申請、建設・産廃業や宅

建業などの営業許可申請、会社設立などについて相談できます。電話相談は
できません。予約可。
日時 ２月２０日（土）１３時３０分～１６時（受け付けは１５時３０分まで）
場所 堺市産業振興センター（中百舌鳥駅前） セミナー室３
予約 大阪府行政書士会堺支部（�２３４―３９９９ �２６１―３５８３）
�同会堺支部か市民人権総務課（�２２８―７５７９ �２２８―０３７１）

������������������������������
������������������������������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。要予約。
日時 ２月１３・２０・２７日１３～１６時、２月１７日１８～２１時
場所 司法書士総合相談センター堺（堺東駅前）
予約 大阪司法書士会堺支部（�０８０―４２３３―４０４０�土・日曜日、祝休日を除く�
１０～１６時）
�同会堺支部か市民人権総務課（�２２８―７５７９ �２２８―０３７１）

来館前の検温と、マスクの着用をお願いします。また、体調不良時
は、参加を見合わせてください。
３密回避のため、定員を設けています。
�しあわせヨガ
ストレスを解消し、心と身体のバランスを整えます。ヨガは誰にでも

でき、気軽に行える最高の精神コンディショニングです。
日時 ２月１・８・２２日１３時３０分～１４時４５分
対象１６歳以上（平成１７年４月１日以前に生まれた方）
費用 １回一般８００円、６０歳以上７００円、高校生に相当する年齢の方５００円
先着５０人
�２月分は受付中。３月分は２月２２日９時から。直接同体育館へ。

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

■東図書館・初芝分館の休館日
２月８・１５・２２日、３月１日
■ブックフェア（月ごとにテーマに沿った本を展示・貸出します）
�東図書館�一般向け「職人の仕事」。子ども向け「地球にやさしく」。
�初芝分館�一般向け「からだをあたためよう」。子ども向け「ねこのほ
ん」。
■おうちで「赤ちゃん絵本の会」（東図書館）
図書館員がおすすめする赤ちゃん（０～２歳くらい）向け絵本のセット
を貸し出しします。 日時 ２月２０日１０時から。 先着１２人
■堺図書館サポーター倶楽部創立２０周年記念パネル展示
堺図書館サポーター倶楽部の発足から現在までの活動を紹介します。

日時 ２月１６～２８日 場所 東図書館 費用 無料
■読書会（東図書館）
図書館では読書グループの活動を案内しています。

■移動図書館・くすのき号
※東初芝公園の改修工事期間中は、駐車場所が第２東初芝公園に変更と
なります。
日時 ２月１４・２８日１４時４０分～１５時４０分（到着時間は多少前後します）
場所 第２東初芝公園（東区日置荘北町１丁４２）
�中央図書館（�２４４―３８１１ �２４４―３３２１）

図図書書館館だだよよりり
東図書館（東区北野田１０７７ アミナス北野田４階 �２３５―１３４５ �２３６―１５１７）
開館時間�火～金曜日 １０～２０時 土・日曜日、祝休日 １０～１８時

初芝分館（東区野尻町２２１―４ 初芝体育館内 �２８６―００７１ �２８６―００９１）
開館時間�火～日曜日、祝休日 １０～１７時

地域子育て支援事業担当（子育て支援課内）（�２８７―８６１２ �２８６―６５００）
�ひがし・ママパパスタート講座
「親だってイライラするよね～叱る私はダメな親？～」をテーマにお話
します。
日時 ２月８日（月）１０～１１時 場所 東区役所
講師 元保育士・小仲久子さん
対象 未就園児とその保護者 費用 無料 先着 ５組
�２月１日から電話か FAX で住所、氏名、電話番号、子どもの月齢を
同担当へ。受付時間は１０～１６時。

東東 区区 子子 育育 てて 通通 信信

｢社会を明るくする運動｣作文コンテストで東美原地区から3人が受賞｢社会を明るくする運動｣作文コンテストで東美原地区から3人が受賞｢社会を明るくする運動｣作文コンテストで東美原地区から3人が受賞｢社会を明るくする運動｣作文コンテストで東美原地区から3人が受賞
　次世代を担う小・中学生に、犯罪や非行のない明るい社会をめざす｢社会を明るくす
る運動｣への理解を深めてもらうための作文コンテストを行いました。審査の結果、東
美原地区から次の３人が受賞しました。

　今年度の市の応募作品数は、小学生の部が82編、中学生
の部が38編の合計120編でした。市内では、市長賞をはじ
め、18人が受賞しました。受賞作品は、市ホームページで
ご覧になれます。
　同運動は、犯罪や非行をした人たちの立ち直りについて、
みんなで考え、犯罪や非行が起きない明るい社会をつくる
ために全国で行われています。
問｢社会を明るくする運動｣堺市推進委員会（堺市社会福祉
協議会総務課内　☎232-5420　℻221-7409）か長寿支援
課（☎228-8347　℻228-8918）

小谷 凪紗さん

氏名 学校名・学年 受賞名 タイトル

中学校長会会長賞

保護司会連絡協議会会長賞 よりよい社会にするために

人とのつながりを大切に登美丘中・３年

鈴木 美羽さん BBS会会長賞 もう一度考えてさつき野小・６年

登美丘東小・６年森田 凛香さん

東区日置荘原寺町１９５―１
�２８７―８１５０ �２８７―８１６０

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
「健康リズム体操 足腰丈夫で若さUP」をテーマに、歌いながらリズムに
合わせ楽しく全身を動かし老化を防ぐことを学びます。
日時 ２月１６日（火）１３時３０分～１５時
場所 同センター２階大広間 費用 無料 先着１５人
�２月１日から直接か電話で同センターへ。

令和３年（２０２１年）２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」」


