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み はら区 民 まつり
日

時

11 月 4 日 ( 日 )、午前 10 時〜午後３時 30 分

場

所

美原区役所・アルテベル・美原区役所別館北側広場

小雨決行

入場無料

同時開催
■健康のつどい
午前１０時〜午後３時、美原区役所本
館５・６階で。
乳がん予防コーナー、血糖検査、身
体
（からだ）
のゆがみチェックコーナー
など
問 合 美 原 保 健 セ ン タ ー（ !３６２―
８６８１ !３６２―８６７６）
へ。
■里親パネル展・里親相談会
午前１０時３０分〜午後３時３０分、美原
区役所別館北側広場で。
保護者と家庭で暮らすことのできな
い子どもたちを家庭に迎え入れて育て
る里親を募集しています。里親制度に
ついて紹介します。
問 合 子ども家庭課
（!２２８―７３３１
!２２８―８３４１）
へ。

美原区民の皆さんの交流と親睦を深めることを目的に「第１４回みはら区民まつ
り」を開催します。
飲食やゲームなどの模擬店、啓発ブース【上写真】、子どもが中に入って遊べる
「ふわふわ」、美原区内を中心に活動する団体が披露するステージプログラム【下
写真】など子どもも大人も楽しむことができます。
駐車場に限りがありますので、公共交通機関や自転車などでご来場ください。
また、無料送迎バスを一部の地域で運行しますので、ご利用ください。
なお、当日は会場周辺道路の交通規制を行います。
詳しくは、今月号の広報さかいと同時配布しているチラシをご覧ください。
問 合 みはら区民まつり実行委員会事務局（美原区役所自治推進課内

☎363-9312 FAX361-1817）へ。

昔ながらの稲
稲刈
刈り体験
６月の田植え体験イベントで植えた古
代米を鎌で刈り取るなど、稲刈りの一連
の作業を手作業で行います【写真】。
１０月２８日（日）、午前９時、みはら歴史
博物館（美原区黒山２８１）駐車場に集合。
無料。荒天中止。汚れてもよい服装で、
軍手、タオル、飲み物を持参。小学生以
下の子どもは２０歳以上の付き添いが必
要。
申 込 電話か FAX で参加者全員の住
所、氏名、電話番号、年齢を１０月９〜１９

防災スピーカーが
聞こえにくいときは ☎

日に美原区役所企画総務課（!３６３―９３１１
!３６２―７５３２）へ。先着２０組（１組車１台
まで）。

0180-99-7333へ

市では、防災スピーカーで放送した気
象警報や避難情報などを電話で聞き直す
ことができる防災放送聞きなおしサービ
スを実施しています。

人・夢・美原
笑顔で奏でるハーモニー♪

（通
電話番号は０１８０―９９―７３３３
話料金が必要）。
問 合 危機管理課
（!２２８―７６０５ !２２２
―７３３９）へ。

すこやかフェスタ2018

子どもと大人が互いにふれあい、交流
する中で教育力を高めることを目的に、
美原・さつき野・美原西中学校区の地域
教育協議会主催で「すこやかフェスタ
２０１８」を開催します。
区内の中学校区合同によるイベント開
催は美原区独自です。各校区内の団体や
地域の皆さんが舞台や模擬店、講座を企
画・運営し、美原区内の多くの子どもた
ちが参加する地域のイベントとして、今
回で１３回目です。
１０月２７日（土）、午前１０時〜午後３時３０
分、美原中学校で。入場無料。雨天決
行。駐車場に限りがありますので、公共

みはら芸 術 展

美原区古代米プロジェクト

交通機関や自転車などでご来場くださ
い。
問 合 地域教育協議会・すこやかフェ
スタ実行委員会（美原中学校内 !３６１―
０２７１ !３６２―１１４３、さつき野学園内 !
３６２―４６８９ !３６２―４６９９、美原西中学校内
!３６１―６５００ !３６１―７１９４）へ。

〜身近なアートを育てよう！〜

問 合 みはら芸術展実行委員会事務局
美原区在住・在勤・在学などの１６歳以
上の方から応募のあった絵画・陶芸・写 （美原区役所自治推進課内 !３６３―９３１２
!３６１―１８１７）へ。
真・書を展示する「第２３回みはら芸術展」
を開催します。
１０月１９〜２１日、午前１０時〜午後６時
（２１日は午後４時まで）、アルテベル（美
原区黒山１６７―１）と美原区役所本館５階
で。無料。直接会場へ。
絵画の展示
■同時開催「みはら小中学生作品展」
美原区内の小・中学生の絵画作品、書
道作品を展示します。ワークショップも
実施します。
美原区役所本館１階風の広場と６階展
望ロビーで。芸術の秋に、ぜひ身近なア
ートをお楽しみください。
小学生作品の展示

来年度入学予定の小・
中学生に就学援助金
（入学準備金）
を早期支給
来年４月に公立の小・中学校に入学予
定の子どものいる家庭で、経済的な理由
により就学にお困りの方に、入学準備に
かかる費用の一部を入学前の３月に援助
します。

美原 未来・まち
デザインカフェ
みはらについて和やかな
雰囲気の中で語りましょう

昨年のオープニングセレモニー

美原区のまちづくりに関心のある方が
気軽に集い、交流し、自由に話し合う
「美原 未来・まちデザインカフェ」を開
催します。
皆さんで情報交換をしながら、美原区

〒587-8585 美原区黒山167-1
ホームページ http://www.city.sakai.lg.jp/mihara/index.html
携帯サイト
http://www.city.sakai.lg.jp/i/mihara/index.html

を元気にするアイデアや活動を生み出し
ましょう。
今回はいただきますプランニング代表
・山口香代子さんを招き、「食」をテーマ
に行います。
１０月２７日（土）、午前１０時３０分〜正午、
美原区役所本館５階大会議室で。無料。
直接会場へ。
問 合 美原区役所企画総務課
（!３６３―
９３１１ !３６２―７５３２）へ。

■美原第１地域包括支援センター

☎369-3070

FAX369-3038

■北部地域整備事務所（道路の維持、補修工事など） ☎258-6782

FAX258-6843

（高齢者の生活支援に関すること）

FAX362-0767
FAX363-0020

美原区役所庁外

美原区役所

■市民課
■地域福祉課 1363-9316
1363-9313 FAX363-1586
■子育て支援課 1341-6411（子育て相談等 1363-4151）FAX341-0611
■生活援護課 1363-9315 FAX362-0767
■保険年金課 1363-9314
■企画総務課（美原区選挙管理委員会事務局）1363-9311 FAX362-7532
■自治推進課
1363-9312 FAX361-1817
■美原保健センター（美原区黒山782-11）
1362-8681 FAX362-8676
■美原基幹型包括支援センター
1361-1950 FAX361-1960
■美原区障害者基幹相談支援センター（別館） 1361-1883 FAX361-4444
■社会福祉協議会美原区事務所
1369-2040 FAX369-2060

申請受け付けは１１月１〜１４日（土・日
曜日、祝日を除く）、午前９時〜午後５
時１５分、美原区役所本館３階３０２Ｂ会議
室で。ただし、小学６年生で就学援助を
認定されている方は申請不要。
詳しくは広報さかい９ページ、市ホー
ムページ（アドレスは広報さかい１ペー
ジ参照）でご覧になれます。
問 合 学務課
（!２２８―７４８５ !２２８―
７２５６）へ。

■上下水道局お客様センター
（水道・下水道に関すること）

■原池公園事務所
■環境業務課指導係（生活ごみなどの収集）
■粗大ごみ受付センター
■市税事務所＜三国ヶ丘庁舎＞
法人諸税課（軽自動車税に関すること）
市民税課（個人市民税・府民税に関すること）
固定資産税課（固定資産税に関すること）
納税課（納税に関すること）

☎0570-02-1132（ナビダイヤル）
または251-1132 FAX252-4132
☎276-6818 FAX279-9711
☎228-7429 FAX229-4454
7 0120-00-8400
携帯電話からは☎06-6485-5048
☎231-9741 FAX251-5631
☎231-9754 FAX251-5632
☎231-9764 FAX251-5633
☎231-9773 FAX251-5634
1-C3-18-0022

