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美原区古代米プロジェクト

古 代 米 クッキン グ 参 加 者 募 集
緑豊かな農地が広がる美原区では、農業でつながるまちづくりを進めています。こうし
た取り組みを更に進めるため、古代米に注目し、特産品開発など古代米を活用したまちづ
くりに市民の皆さんと共に取り組んでいます。
美原区古代米プロジェクトの協力事業者である、いただきますプランニング代表・山口
香代子さんを講師に招き、古代米を使った料理教室を開催します。古代米を使った「おに
ぎらず」と、美原朝市（３ページに関連記事あり）の野菜を使った夏野菜のゼリー寄せを作
ります【写真】。
７月３０日（火）、午前１０時、アルテベル（美原区黒山１６７―１）５階料理室で。５〜１２歳の子
どもと２０歳以上の保護者が対象。無料。エプロン、三角巾、筆記用具を持参。
申 込 電話か FAX で参加者全員の住所、氏名、電話番号、年齢を７月３〜１
９日に美原
区役所企画総務課（!３６３―９３１１ !３６２―７５３２）へ。先着１２組（１組３人まで）。

参議院議員通常選挙
７月２１日（日）に参議院議員通常選挙が
執行される予定です。投票時間は午前７
時〜午後８時。詳しくは、広報さかい４
ページをご覧ください。なお、第８投票
区（小平尾、平尾４２番地４）にお住いの方

献血にご協力をお願いします

の投票所は小平尾会館（美原区小平尾２３３
―５）に変更します。
問 合 美原区選挙管理委員会事務局
（美原区役所企画総務課内!３６３―９３１１
!３６２―７５３２）へ。

成人式での市民憲章朗読者・
メッセージ発表者・実行委員を募集
来年１月１３日（祝日）に開催する美原区
成人式で次の方を募集します。
!市民憲章朗読者
"新成人として夢などを述べるメッセ
ージ発表者
#地域の青少年指導員などとともに成
人式の企画・運営に参加する実行委員。
!"は美原区在住の来年の新成人（平
成１１年!１９９９年"４月２日〜１２年!２０００年"
４月１日生まれの方）、#は美原区在住
・在勤・在学のおおむね１８〜２５歳の方が
対象。
申 込 郵送か FAX、電子メールで住

所、氏名（ふりがな）、電話番号、生年月日、
希望項目名（!〜#のいずれか１つ）を７
月３１日（必着）までに、美原区役所自治推
進課（〒５８７―８５８５ 美原区黒山１６７―１
mijishin@cit
!３６３―９３１２ !３６１―１８１７
y.sakai.lg.jp）へ。選考!１人、"１人（グル
ープも可）、#若干名（グループも可）。
電 子
メール

市民憲章朗読

メッセージ発表

７月は「愛の血液助け合い運動」月間で
す。暑い時期は特に血液が不足しがちで
す。皆さんの献血を通じた善意が、多く
の命を救います。
次のとおり献血を実施しますので、協
力をお願いします。
７月２５日（木）、午前１０時〜正午、午後
１〜４時３０分、美原区役所本館１階エン
トランスホールで受け付け。

野良猫への無責任な餌やりはやめましょう
野良猫のために餌を放置したりばらま
いたりすると、猫だけでなく虫やカラス
も集まり、近隣の生活環境の悪化につな
がります。
また、不妊手術を行わないまま野良猫
に餌だけを与えると猫が増え、ふん尿被
害の増加などの問題を招きます。餌を与
える場合は置き餌はせず、不妊手術やふ
ん尿の始末などを行い、近隣住民の理解
を得られるようにしましょう。
野良猫問題の解決をめざす活動として
地域の合意を得てルールを守り、猫に不

N et 119 登 録 説 明 会
Net119
聴覚・言語機能障害のある方に対応し
た１１９番通報システム「Net119【写真】」の
登録説明会を開催します。
「Net119」とは、スマートフォンなど
を利用して、音声によらない１１９番通報
ができるシステムです。通報者と消防局
の通信指令室で、チャットによる文字情
報のやりとりを行い、GPS 機能で自分
の位置を伝えることができます。
７月３０日（火）、午後２〜５時、美原区役
所本館３階３０２Ａ会議室で。直接会場へ。
問 合 通信指令課
（!２３８―６０５３ !２２３
―６９３８）へ。

※迷惑メール対策
を設定している場合
は、登録説明会まで
に「 @ h ― net 119. co
m」
「 @sakai119.jp」
「@city.sakai.lg.jp」
の３つのドメインか
らのメールを受け取
ることができるよう
にしてください。
迷惑メール対策設
定が不明な場合は携帯電話会社に問い合
わせてください。

妊手術をしたりして適切に
管理する地域猫活動があり
ます。
市では、地域猫活動を実施するグルー
プに対して、不妊手術費用の一部助成な
どの支援を行っています。
市では、野良猫の駆除や引き取りはし
ていません。飼い主のいない猫を増やさ
ないためにも、飼い猫は最後まで室内で
適正に飼育するよう努めましょう。
問 合 動物指導センター
（!２２８―０１６８
!２２８―８１５６）へ。

美原本通り商店街イベント
地元野菜や古代米など
を販売する「みっぱら夕
市」を開催します。
７月２０日（土）、午後４
時から美原本通り商店街
（地図参照）で。小雨決行。
また、午後 ６ 時 か ら
「夜店」も開催し、ステー
ジイベントでは、商店街のマスコットキ
ャラクター「みっぱら」
【写真】が登場しま
す。

問 合 美原本通り商店街
（!３６２―１４５６
!３６２―３５５６）か商業流通課（!２２８―８８１４
!２２８―８８１６）へ。
北

余部
西口

北余部西

道
車
動
自
和

阪

北余部
美原余部
郵便局
〒

北余部

美原本通り
商店街

■美原第１地域包括支援センター

北余部
区民会館
池
美原にしこども園

☎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）

美原区役所

ホームページ（スマートフォン版）

■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

FAX362-0767
FAX363-0020

美原区役所庁外

〒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

なお、府内で実施して
いる当日と翌日の献血場
所は、大阪府赤十字血液センター（!
!土曜日、祝休日、年末年始
０１２０―３２６７５９
を除く午前９時〜午後５時３０分・祝日が
日曜日と重なった場合は開設"）で案内し
ています。
問 合 美原区役所自治推進課
（!３６３―
９３１２ !３６１―１８１７）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-C3-19-0036

