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子育て支援課
【子育て相談に関することなど】 ２８７―８６１２ ２８６―６５００
【児童・ひとり親・女性に関することなど】 ２８７―８１９８ ２８６―６５００

自治推進課 ２８７―８１２２ ２８７―８１１３
【自治会・美化など地域振興活動】
美化担当 ２８７―８１０３ ２８７―８１１３

３
階

東保健センター ２８７―８１２０ ２８７―８１３０
【乳幼児健診・各種健康相談など・健康づくりに関すること】

企画総務課 ２８７―８１００ ２８７―８１１３
【庁舎管理・広報・広聴・相談・市政情報コーナーなど】

社会福祉協議会東区事務所
２８７―０００４ ２８７―０４４４

【市民活動・ボランティアに関することなど】

地域福祉課
【障害に関することなど】 ２８７―８１１２ ２８７―８１１７
【介護に関することなど】 ２８７―８１２３ ２８７―８１１７

２
階

東基幹型包括支援センター（高齢者総合相談）
２８７―８７３０ ２８７―８７４０

生活援護課 ２８７―８１１０ ２８７―８１１７
【生活保護に関することなど】

東区障害者基幹相談支援センター（障害者に関する相談）
２８５―６６６６ ２８７―６７６７

保険年金課 ２８７―８１０８ ２８７―８６２１
【国民健康保険・国民年金など】

１
階

東老人福祉センター ２８７―８１５０ ２８７―８１６０
【高齢者の健康増進など】

市民課 ２８７―８１０２ ２８８―２１５０
【戸籍・住民票など証明・届出関係】

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
上下水道局お客様センター ０５７０―０２―１１３２
北部地域整備事務所 ２５８―６７８２ ２５８―６８４３
東消防署 ２８６―０１１９ ２８６―０１２６
市税事務所（三国ヶ丘庁舎）
法人諸税課 ２３１―９７４１ ２５１―５６３１
市民税課 ２３１―９７５３ ２５１―５６３２
固定資産税課 ２３１―９７６２ ２５１―５６３３
納税課 ２３１―９７７３ ２５１―５６３４
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7 第196号

令和4年6月1日推計（  ）は前月比東区の人口
人口

84,582人
（68人増）

世帯
37,219世帯
（82世帯増）

人口密度
8,063人／㎢

面積
10.49㎢

夏休みを楽しもう!
野菜を使ったスタンプでオリジナルうちわを作ったり、
手のひらで野菜の摂取量を測定するベジチェック®など。
日時 8月2日(火)①10～12時　②13時30分～15時30分
場所 東区役所
対象 東・美原区在住の小学3～6年生とその保護者
　　 (小学生の兄弟姉妹の参加も可)
先着 各10組
申込 7月2～29日に区 HP （QRコード）で

①ケーキかパフェを作ろう！
日時 7月29日(金)①10～11時30分　②13～14時30分
￥ 2,000円　先着 各回15人
②オリジナルのジェルキャンドルを作ろう！
日時 8月10日(水)14～15時30分　￥ 1,500円　先着 14人
③押し花を使って、ウッドプレート＆Tシャツ型キーホルダーを作ろう！
日時 8月17日(水)10時30分～11時30分　￥ 1,200円　先着 16人
④竹ひごで小物入れを作ろう!
日時 8月18日(木)14～15時30分　￥ 500円　先着 10人
申込 7月11日から直接かFAX、メールで同館
(☎234-5691　℻234-5697　  east@sakai-bunshin.com)へ。
受付初日は直接のみ(受付初日で定員に達する可能性があります)。

日時 8月2日(火)①10時30分～ ②13時30分～　
場所 メインホール　全席指定席　
抽選 各回300人
申込 7月19日(必着)までに往復はがきで住所、
　　 申込者と参加者全員の名前(1通4人まで)、
　　 電話番号、希望時間を同館(〒599-8123　
　　 東区北野田1084-136　
　　 ☎230-0134　℻230-0138)へ

自由研究や自由工作で食育体験！ オンラインで開催☆親子クッキング

東保健センター(☎287-8120　℻287-8130)東保健センター(☎287-8120　℻287-8130) 東図書館・初芝分館東図書館・初芝分館

東文化会館東文化会館

小学生

エプロンシアターや大型絵本のよみきかせなど。
日時 7月23日(土)①10時20分～　②11時～
先着 各回25人
直接初芝分館(☎286-0071　℻286-0091)へ

図書館の仕組みや仕事を学び、読書の
楽しさを伝える読書リーダーになろう。
日時 8月18・19日13～15時30分
対象 両日参加できる小学4～6年生  先着 4人
申込 8月3日から直接か電話、FAXで
東図書館(☎235-1345　℻236-1517)へ

わくわく夏のおはなしフェスタ

さかい子ども司書養成講座

子ども1日体験教室
夏休み子ども映画まつり

｢すみっコぐらし青い月夜のまほうのコ｣

ハニワパンとサラダを作ります。包丁やピーラーの
使い方を知り、自分で作る楽しさを体験します。
日時 8月19日(金)10～12時
対象 東・美原区在住の小学生とその保護者
￥ 無料(通信料と食材は自己負担)　先着 10組
申込 7月2～29日に区 HP (QRコード)で

詳細はこちら！

東区HP

東区公式
YouTube
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　【戸籍・住民票など証明・届出関係】

区役所外東区長Twitter
●市民課　☎287-8102　℻288-2150 ●東老人福祉センター【高齢者の健康増進関係】　

　☎287-8150　℻287-8160 ●粗大ごみ受付センター
  【家庭から出る粗大ごみの収集申し込み】
　　   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
●上下水道局お客様センター  【水道・下水道関係】
　☎0570-02-1132
●北部地域整備事務所 【道路維持・管理】　
　☎258-6782　FAX258-6843
●東消防署
  【火事・救急・救助・予防に関すること】
　☎286-0119　FAX286-0126
●市税事務所（三国ヶ丘庁舎）
　法人諸税課【軽自動車税関係】　
　☎231-9741　FAX251-5631
　市民税課【市・府民税】 
　☎231-9753　FAX251-5632
　固定資産税課【固定資産税】 
　☎231-9762　FAX251-5633
　納税課【納税】☎231-9773　FAX251-5634

　☎285-6666　℻287-6767

　☎287-8730　℻287-8740

●東区障害者基幹相談支援センター【障害者に関する相談】
　【国民健康保険・国民年金関係】

●保険年金課　☎287-8108　℻287-8621

　【生活保護関係】

●生活援護課　☎287-8110　℻287-8117 ●東基幹型包括支援センター【高齢者総合相談窓口】

　【庁舎管理・広報・広聴・相談・市政情報コーナー】

●企画総務課　☎287-8100　℻287-8113
　【乳幼児健診・各種健康相談など・健康づくり関係】

●東保健センター　☎287-8120　℻287-8130

　【自治会・美化など地域振興活動関係】

●自治推進課　☎287-8122　℻287-8113

美化担当 (不法投棄 )　☎287-8103　℻287-8113
　【子育て相談】☎287-8612　℻286-6500
　【児童・ひとり親・女性相談】☎287-8198　℻286-6500

●子育て支援課

　【障害者・高齢者福祉】☎287-8112　℻287-8117
　【介護保険関係】☎287-8123　℻287-8117

●地域福祉課

☎287-0004　℻287-0444
●社会福祉協議会東区事務所【市民活動・ボランティア関係】

地域SNS
ピアッザ
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