
初芝体育館で健康増進

令和３年度定期スポーツ教室受け付け令和３年度定期スポーツ教室受け付け初 芝
体育館
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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

■東区認知症家族の会「ポピー」
認知症の方を介護されているご家族や支援者を対象に、家族の会を開

催します。
家族が認知症と診断され不安に感じている方、介護に行き詰まりを感

じている方など、お茶を飲みながら、楽しくお話ししませんか。
日時 ３月２３日（火）１３時３０分～１５時３０分
場所 東区役所 費用 無料 先着１５人
�３月１９日までに電話か FAX で住所、氏名、電話番号を東基幹型包括
支援センターへ。

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）

地域子育て支援事業担当（子育て支援課内）
（�２８７―８６１２ �２８６―６５００）

いずれも無料。受付時間は１０～１６時。
�子育て講座「凧を作ってあそぼう」
親子で簡単に作れて、遊べる凧（たこ）を作ります。

日時 ３月１０～１２日 場所 東区役所１階にこにこルーム
対象 未就学児とその保護者 先着 各日、午前・午後各４組
にこにこルームは現在、事前予約制とし、利用定員を設けています。
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。
�おしゃべりマルシェ♪～初めての幼稚園選び～
子育て支援コーディネーターによる「初めての幼稚園選び」のお話、保

健師のミニ情報、保育士によるふれあい遊びもあります。
日時 ３月１９日（金）１０～１１時１５分 場所 東区役所
対象 未就園児とその保護者 先着 ５組
�「親だってイライラするよね～叱る私はダメな親？～」がテーマのお話
し会（２月延期分）
日時 ３月２３日（火）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 先着 ８組
��は利用希望日の３開室日前、��は３月１０日１０時から電話か FAX
で住所、氏名、電話番号、子どもの月齢を同担当へ。

東東 区区 子子 育育 てて 通通 信信

通年制コース 〔週１回 １期４回 年１０期〕
継続することで健康の維持・増進や技術の習得をめざすコースです。
◎各教室定員に達した場合はキャンセル待ちで受け付け

受付開始日 ３月９日（火）９時から
費用（月４回）・一般各３，４００円（６０歳以上の方は２，９００円）

・高校生以下（高校生に相当する年齢を含む）各２，４００円
定期スポーツには、ジュニア体操コース、弓道コース、年間

登録コースやハワイアンフラもあります。また、初芝スポーツ
スクールも実施しています。受付方法や費用など詳しくは同館
へ。同館ホームページ（２次元コード）でもご覧になれます。

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。
いずれも登録のうえ、当日は券売機で券を購入後、参

加してください。
�ハッピーひろば
いずれも平成２８年４月２日以降に生まれた乳幼児とその保護者が対象。
�トランポリン�大きなトランポリンやいろいろな遊具を使ってみんなで
楽しく遊びます。
日時 ３月２日（火）１０～１１時３０分 場所 第１体育室
費用 １家族８００円 定員７０組
�直接か電話で同館へ。
�自由に遊ぼう�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。
３密回避のため、入場制限を設ける場合があります。

日時 ３月１６日（火）１０～１１時３０分
費用 １家族６００円
�チャレンジアーチェリー
弓がなくても、年齢に関係なく参加できます。初めての方から大会出場

をめざす方まで個人に応じて指導します。
日時 ３月９・２３日１０～１１時５０分 ※雨天予備日は３月１６・３０日
対象 中学生以上の方
費用 １回一般８００円、６０歳以上７００円、高校生以下（高校生に相当する年齢
を含む）５００円

３０年長～中学生１９：００～２０：３０木ジュニアレスリング

２０小・中学生１８：００～１９：１０水柔道

２０年中～高校生１９：１５～２０：４５水なぎなた

２０小学生～高校生１９：００～２０：３０金剣道

３０小学生以上１９：００～２０：３０木合気道

５０６０歳以上１４：４０～１６：００金エンジョイ

５０５０歳以上１５：００～１６：２０木アクティブ

５０６０歳以上１３：１０～１４：３０金フレッシュ（金）

５０６０歳以上１３：３０～１４：５０木フレッシュ（木）

６０高校生以上１３：３０～１５：００火トータルフィットネス

定員（人）対 象実施時間曜日教 室 名

感染症予防のため、
｢堺スタイル｣の実践に
ご協力お願いします。

感染症予防のため、
｢堺スタイル｣の実践に
ご協力お願いします。 マスクをつけよう

こまめに手（顔）洗い・
うがいをしよう

令和３年（２０２１年）３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」」


