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小学校就学前の健康診断

東区子育て通信

地域子育て支援事業担当 ☎287-8612

東区子育て通信

来年、小学校に入学する子どもの健康診断を次の表のとおり行います。10月下旬

℻286-6500

までに郵送で通知しますので、指定された日程・小学校で受診してください。

地域子育て支援事業担当 ☎287-8612

いずれも無料。東区役所で。受付時間は10～16時。

通知が届かないときは、校区の小学校へ連絡してください。

▼りぼんくらぶ ～みんなでつながろう～

問 学校総務課(☎340-0316 FAX228-7421)

初芝体育館で健康づくり

電話番号
日程
初芝体育館で健康づくり
登美丘東
236-2130
11月4日(木)

保護者同士、気軽に話せる友だちをつくりませんか。登録制の３回コース。

東区野尻町221-4

日時 10月22日、11月26日、12月17日

☎285-0006

学校名

℻285-7318

各日10～11時15分

対象 東区在住の生後４～８カ月の第１子とその保護者

東区野尻町221-4 236-0031
☎285-0006 ℻285-7318
登美丘西
11月9日(火)
日置荘
285-0260
11月9日(火)
八下西
236-1611
11月11日(木)
東図書館
日置荘西
285-5238
11月17日(水)
☎235-1345
℻236-1517
南八下
285-0614
11月17日(水)
休館日：東図書館・初芝分館共通
初芝分館
☎286-0071
℻286-0091
11月1日
野田 10月4・11・18・25日、
236-0065
11月18日(木)
地域子育て支援事業担当
☎287-8612
℻286-6500
登美丘南
236-6051
11月19日(金)
白鷺
285-8585
11月24日(水)

先着 ５組

申 10月８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。
東図書館

図書館だより

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

▼ひがし・ママパパスタート応援事業

休館日：東図書館・初芝分館共通
①ベビーヨガ
10月4・11・18・25日、11月1日

ベビーヨガで体を動かし、親子で触れ合って

図書館だより
東区子育て通信

過ごしましょう。

地域包括支援センターだより

日時 10月8日(金)10～11時15分

講師 JADP認定ヨガインストラクター・疋田衣里さん

東基幹型包括支援センター

☎287-8730

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 ℻287-8740
初芝体育館で健康づくり

℻287-8740

対象 首のすわった４～７カ月の子どもとその保護者
先着 ８組

東区野尻町221-4

②ママパパスタート講座｢子育てファミリーのための

東老人福祉センターだより

防災講座～なにから始める？子どもと防災～｣

東区日置荘原寺町195-1 ☎287-8150
子育て中のママたちが作った防災ブックを使って、

☎285-0006

℻285-7318

東老人福祉センターだより
東図書館
入門～初級
図書館だより
東区日置荘原寺町195-1 ☎287-8150
℻287-8160
☎235-1345
℻236-1517

来館前の検温とマスク着用、体調不良時の参加自粛にご協力ください。

℻287-8160

▼ハワイアンフラ

子どもと一緒に備えるきっかけ作りをしませんか。

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
休館日：東図書館・初芝分館共通
初芝分館

日時 10月20日(水)10～11時15分

心者向けの教室です。
10月4・11・18・25日、11月1日

先着 4組
東保健センターつうしん

対象 未就園児とその保護者

日時 10月27日、11月10・17・24日、12月１・８・15日

☎286-0071 ℻286-0091

各日10～11時（全7回）

東保健センターつうしん
対象 高校生以上の方
☎287-8120
℻287-8130
地域包括支援センターだより
60歳以上4,900円、
高校生3,500円 先着 30人
￥ 一般5,600円、

③大人ママのおしゃべりアンサンブル♪

☎287-8120

℻286-6500

℻287-8130

同年代のママ同士で交流します。
日時 11月１日(月)10～11時15分

申 10月20日９時から直接同館へ。
東基幹型包括支援センター

対象 40歳以上の保護者と未就園児 生涯学習施設
☎234-5691 ℻234-5697
先着 ５組
北野田フェスティバルホール
（文化ホール）
申 ①は10月4日、②は10月6日、③は10月18日から、
氏名、電話
☎230-0134 電話かFAXで住所、
℻230-0138

東文化会館

☎287-8730

℻287-8740

生涯学習施設
☎234-5691 ℻234-5697
北野田フェスティバルホール
（文化ホール）
☎230-0134 ℻230-0138

東文化会館
東老人福祉センターだより

番号、子どもの月齢、③は保護者の年齢を同担当へ。東区在住の方優先。
▼子育て講座｢身近な材料を使っておもちゃを作ります｣

東区日置荘原寺町195-1 ☎287-8150 ℻287-8160
▼生涯学習施設

簡単に作れて親子で楽しめるおもちゃです。

①カラーセラピー講座

日時 10月28・29日、11月１・２日

日時 11月14日(日)10～11時

￥ 1,000円

東保健センターつうしん

各日10～12時、13時30分～15時30分

②ホームベーカリーを使用したパンレッスン～ブッシュドノエル～

先着 各日各時間４組

日時 11月25日(木)10時15分～12時30分
￥ 2,500円
☎287-8120 ℻287-8130

申 利用希望日の３開室日前から、電話かFAXで氏名、

申 詳しくは東文化会館ホームページ（QRコード）へ。

電話番号、子どもの月齢を同担当へ。

紙皿UFO

生涯学習施設

えい こう

だんじり曳行中止のお知らせ
☎234-5691 ℻234-5697

段ボール箱の中で生ごみを堆肥に！

東文化会館

〜生きごみさん講習会〜

北野田フェスティバルホール
（文化ホール）

☎230-0134 ℻230-0138
毎年10月に東区内で実施されています｢だんじり曳行｣は、
新型コロナウイルス感

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

染拡大防止、参加者などの健康・安全面を最優先に考慮した結果、今年も中止さ

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

れることとなりました。

菜園などに利用できます。
参加者には｢生きごみさん｣に必要な資材をお渡しします。

問東区役所企画総務課(☎287-8100 FAX287-8113)

日時 10月14日(木)14～15時30分
場所 東区役所
￥ 無料

花と緑の相談コーナー

対象 市内在住の方

先着 15人

園芸や庭づくりなどの相談に専門の相談員が応じます。

申 FAXかはがき、メールで住所、氏名、電話番号、講習日を10月５日(必着)までに

資源循環推進課(〒590-0078

堺区南瓦町３番１号

☎228-7479

日時 10月19日(火)13～16時

FAX228-7063

場所 東区役所１階市政情報コーナー

問 堺市公園協会(☎245-0070 FAX245-0069)

メールshijyun@city.sakai.lg.jp)ヘ。

東区の相談
市民相談・人権相談

（日常生活での問題や人権の問題など）

行政相談

（国の行政全般についての苦情、要望など）

人権擁護委員による人権相談
行政書士による相談

交通事故相談
登記・測量相談

法律相談

教育相談

無料 12：00〜12：45と祝休日は休み

＝電話相談可

（小・中学生の家庭教育や学校生活、転校手続きなど）

児童相談

＝他区でも相談可
月〜金 9：00〜17：00
東区役所企画総務課 ☎287-8100 FAX287-8113
月〜金 8：30〜17：30
近畿管区行政評価局 ☎06-6941-8358 ☎0570-090-110
10/19 14：00〜16：00 場所 東区役所企画総務課
人権企画調整課 ☎228‐7159 FAX228‐8070
11/9 10：00〜12：00 予約は11/2 9：00から先着4人
東区役所企画総務課 ☎287‐8100 FAX287‐8113
月〜金 10：00〜17：00
堺区役所企画総務課 ☎228‐7403 FAX228‐7844
10/13 13：00〜16：00 先着６人
堺区役所企画総務課 ☎228‐7403 FAX228‐7844

相談時間 13:00〜16:00
場所 各区役所企画総務課(南区役所は総務課)
予約開始 9:00から ※日・祝休日は直前の執務日
先着各６人 同一相談は１回限り(25分以内)

￥ 無料

（子どものしつけ、虐待、非行、家族関係など）

ひとり親相談
女性相談

（離婚、配偶者からの暴力、生活など）

子育て相談

月〜金 9：00〜17：00
東区役所企画総務課 専用☎287‐8109 FAX287‐8113
月〜金 9：00〜17：30
東区役所子育て支援課 ☎287-8198 FAX286-6500
※子育て相談 ☎287-8612
※母子・父子自立支援員は月・火・木・金曜日の9：00〜16：00
※女性相談員は不在の場合がありますので、事前にご確認
ください。

（子どもとの関わり、健康・成長・発達など）

10/14・28 12：45〜15：45 場所 東区役所企画総務課
申 雇用推進課 ☎228-7404 FAX228-8816
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） ジョブシップさかい 70120-010908 FAX244-3771
火 9：30〜17：00 場所 社会福祉協議会東区事務所(東区役所内)
生活・仕事相談
（くらしや仕事での困りごとなど）
すてっぷ・堺 ☎225‐5659 FAX222‐0202
労働相談

（解雇・賃金に関するトラブルなど）

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

