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笑顔といっしょに「ありがとう」
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※年齢は撮影当時のものです。

図書館だより

けい

慶ちゃん

10か月

▼

おはなし大会(東図書館)

に か

仁椛ちゃん

9か月

東図書館
☎235-1345 ℻236-1517
初芝分館
☎286-0071 ℻286-0091

休館日：東図書館・初芝分館共通
7月4・11・25日

モミジのような
色鮮やかで素敵な人生を
ニカっと笑って歩んで欲しい

のぞむ

望向ちゃん

食いしん坊な可愛い慶ちゃん！
響くん
（兄 ）
と仲良く
元気に育ってね！

ニコニコ笑顔のむっちゃん！
これからもそのかわいい笑顔で
周りを明るくしていってね！

お子さんの写真を
掲載してみませんか？

5か月

子育てつうしん

地域子育て支援事業担当 ☎287-8612

①子育て支援コーディネーター講座～｢はじめての保活｣録画配信～

詳細はこちら

日時 7月30日(土)①15時〜 ②15時45分〜

堺市東区動画チャンネル(YouTube)で、子どもの保育・

先着 各回10人

教育施設利用について基本的な情報を届けます。

直接同館へ

配信日時 7月15日10時～29日23時
東図書館
えほんの会

②ひがし・ママパパスタート応援事業 おしゃべりマルシェ♪

初芝分館
おはなし会

日時 7月9日(土)15～15時30分
直接同館へ

子育て支援コーディネーターが東区の幼稚園について

日時 7月16日(土)15時30分～16時
直接同館へ

問 中央図書館(☎244-3811

移動図書館・くすのき号

話します。栄養士による簡単ごはんの紹介もあります。
日程 8月2日(火)10時30分～11時45分

FAX244-3321)

対象 未就園の1歳児とその保護者(教育利用を希望する方)

日時 7月3・17・31日14時40分～15時40分(到着時間は多少前後します)
場所 東初芝公園(東区日置荘北町１丁23)

先着 8組
③子育て支援コーディネーターの個別相談会
各家庭の状況に合わせた相談会を行います。

地域包括支援センターだより
東基幹型包括支援センター

☎287-8730

℻286-6500

日程 8月3・22・23日10時30分、11時、13時、13時30分から各20分
対象 入所や入園について相談がある方

℻287-8740

先着 各日各回1組

申込 ①は7月1～8日に電子申請システムで。受け付け後、配信URLを送付しま

▼

Zoomでいきいき体操教室(東第2地域包括支援センター)

す。②は7月19日から、③は7月20日から電話かFAXで住所、氏名、電話番号、希望

オンラインで参加メンバーとつながりながら、体操やストレッ

日時、②は子どもの月齢を同担当へ。

参議院議員通常選挙

チでリフレッシュしませんか。
データ通信料は自己負担です。
接続方法など不安がある場合は、事前に同センターへ。
日時 毎週木曜日8時45分～9時10分
申込 住所、氏名、電話番号、FAX番号、
メールアドレス、Zoom
使用経験の有無、IDパスコードの送り先をメールかFAXで同セ
ンター(*oshigotomakifuji@gmail.com)へ
東第１地域包括支援センター

東第１地域相談窓口
東区日置荘田中町143-1（つるぎ荘内）
（☎286-2828 FAX286-6868）

南八下・八下西・日置荘・
日置荘西・白鷺

東第２地域包括支援センター

担当区域（小学校区）

東区南野田33（ハーモニー内）
（☎237-0111 FAX237-3900）

登美丘西・登美丘東・
登美丘南・野田

＝電話相談可

無料

人権擁護委員による人権相談
どの区でも

行政書士による相談
要予約 どの区でも

交通事故相談
登記・測量相談

法律相談 要予約

要予約
どの区でも

東区役所201・202会議室へ

グリーンカーテンを広めよう
詳細はこちら

り、温度を下げる効果があるグリーンカーテンは、節電対策として
注目されています。楽しくエコな取り組みをはじめてみませんか。
問 東区役所企画総務課(☎287-8100

どの区でも ＝他区でも相談可
※中止・延期など変更の場合があります。

どの区でも
行政相談
（国の行政全般についての苦情、要望など）

7月9日まで
8時30分～20時（5～9日は21時まで）

東区ではグリーンカーテン普及事業を行っています。日差しを遮

12：00～12：45と祝休日は休み

どの区でも
市民相談・人権相談
（日常生活での問題や人権の問題など）

期日前投票

詳しくは投票所入場整理券に同封の案内や広報さかい4ページ、
市 HP (QRコード)で。
問 東区選挙管理委員会事務局(☎287-8200 ℻287-8113)

「堺スタイル」の
感染予防にご協力を！
東区の相談

7月10日(日)7～20時
投票所入場整理券に記載の投票所へ

投票日当日は
行けない…

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 FAX240-0048）

投票日

投票日当日に
投票に行く！

他区も含めた
日程はこちら

教育相談

（小・中学生の家庭教育や学校生活、転校手続きなど）

FAX287-8113)

月～金 9：00～17：00
東区役所企画総務課 ☎287-8109

℻287-8113

児童相談

（子どものしつけ、虐待、非行、家族関係など） 月～金 9：00～17：30
東区役所子育て支援課 ☎287-8198 ℻286-6500
月～金 9：00～17：00
ひとり親相談 ※1
※1
 子・父子自立支援員による相談は、
母
月・火・木・金曜日
東区役所企画総務課 ☎287-8100 ℻287-8113
の9：00〜16：00
※2
8/22 14：00～16：00 場所 東区役所企画総務課
女性相談 
※2 女
 性相談員は不在の場合がありますので、
事前にご確
問 市政情報課 ☎228-7475 ℻228-7444
（離婚、配偶者からの暴力、生活など）
認ください。
7/19 14：00～16：00 場所 東区役所企画総務課
子育て相談 ※3
※3 子育て相談 ☎287-8612
問 人権企画調整課 ☎228-7159 ℻228-8070
（子どもとの関わり、健康・成長・発達など）
7/12 10：00～12：00 予約は7/6 9：00から先着4人 労働相談
要予約 どの区でも 7/14・28 12：45～15：45 場所 東区役所企画総務課
申込 雇用推進課 ☎228-7404 ℻228-8816
（解雇・賃金に関するトラブルなど）
東区役所企画総務課 ☎287-8100 ℻287-8113
月・火・木・金 10：00～17：00
どの区でも 月 10：00～12：00 場所 東区役所企画総務課
就労相談
（求人情報の提供、就職活動のサポートなど） 問 ジョブシップさかい
堺区役所企画総務課 ☎228-7403 ℻228-7844
0120-010908 ℻244-3771
7/13 13：00～16：00 先着６人
（東区役所内）
どの区でも 火 9：30～17：00 場所 社会福祉協議会東区事務所
生活・仕事相談
問 すてっぷ・堺 ☎225-5659 ℻222-0202
（くらしや仕事での困りごとなど）
堺区役所企画総務課 ☎228-7403 ℻228-7844

25分以内

場所 区役所企画総務課
（南区役所は総務課）
時間 13：00 〜 16：00（美原区は 15：00 まで）
予約 9：00 から先着各 6 人
（美原区は 4 人）
※祝休日は直前の執務日〈相談は区ごとに年度内1回限り〉

区

堺区

中区

東区

西区

南区

北区

美原区

相談日

月・水・金

火・木

水・金

金・火

月・水

木・月

木

予約開始日※

相談日の前日

直前の月

直前の火

直前の木

直前の金

直前の水

直前の月

問合先

☎228-7403

☎270-8181

☎287-8100

☎275-1901

☎290-1800

☎258-6706

☎363-9311

