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みはらヘルスメイト（堺市健康づくり食生活改善推進協議会美原支部）

を受賞
森知子会長 「厚生労働大臣表彰」
堺市健康づくり食生活改善推進協議会
美原支部会長の森知子さん（真福寺在住）
【写真】が、栄養関係功労者（食生活改善
事業功労者）として、１０月１４日に厚生労
働大臣表彰を受賞しました。１０月２６日に
受賞報告のため美原区長を表敬訪問し、

今後も引き続き、食
生活の改善を中心に
地域の健康づくりを
推進していく決意を
述べました。

（事業所 を紹介
（事業所）
障害のある方が通う福祉サービス
障害のある方が通う福祉サービ
障害者（児）生活支援センターなどで
構成される美原区障害者自立支援協議
会が、障害のある方の創作活動や生産
活動の機会を提供する事業所を紹介し
ます。
また、事業所の取り組み紹介や授産
事業所紹介

販売風景

陶芸

製品（織物・陶芸・クッキーなど）の展
示・販売も行いますので、皆さん気軽
にお立ち寄りください。
１２月２１日（水）、午前１０時〜午後３
時、美原区役所本館１階「風の広場」
で。直接会場へ。
問 合 美原区役所地域福祉課
（!３６３
―９３１６ !３６２―０７６７）へ。

クッキー

織物

水洗化工事のお願い
市では、新市建設計画に基づき、美原
区において重点的に公共下水道の整備を
進めており、すでに多くの方が下水道を
使用できるようになっています。
公共下水道を使用できるようになった
区域の皆さんは、汚水を下水道に流す水
洗化工事を行ってください。トイレ以外
の台所、風呂、洗濯などの雑排水も汚水
ですので、下水道へ接続してください。
水洗化工事を行うときは、事前に市へ
の届け出が必要です。
工事は、必ず市が指定した排水設備工
事業者で行ってください。下水道条例に

献血にご協力を
お願いします
願いし
１２月は大阪府献血推進月間です。皆さ
んの献血を通じた善意が、多くの人の命

より市が指定した業者以外の者が工事を
することはできません。
接続に誤りがあると河川などに汚水が
流れ、環境の悪化につながります。特
に、屋外やベランダで使用する洗濯機の
排水も、汚水管に流すようご注意くださ
い。
また、水洗化工事に関して、地主や家
主など利害関係者がある場合は、事前に
承諾を得てください。
問 合 給排水設備課
（!２５０―９０３９ !
２５０―９１６４）へ。

を救っています。ご協力をお願いします。
１２月１２日（月）、午前１０時〜午後４時３０
分（正午から午後１時除く）、美原区役所
本館１階エントランスホールで受付。
なお、府内で実施している献血につい
て、当日と翌日の場所を大阪府赤十字血
液センター（!０１２０―５２４１３３）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。

休館日 １２月５・６・１２・１９・２６日・
２９日〜１月３日（１２月２８日（水）午前１０
時から、１月４日（水）午前９時まで、
返却ポストへの資料返却はできませ
ん。ご注意ください。）
開館時間 午前１０時〜午後８時（土・
日・祝日は午後６時まで）
問 合 美原図書館
（!３６９―１１６６ !
３６９―１１６８）へ。
■１２月のブックフェア
"一般向け#「ビジネススキルを身
につける」
"児童向け#「まほうつかい とう
じょう」
■おはなしのへやへ、ようこそ"
いずれも午後３〜３時３０分、同館
で。無料。直接会場へ。
"みんな集まれ!えほんタイム#１２
月３日（土） "絵本、紙芝居、パネル
シアター（読書友の会・おはなしひろ
ばくれよん）#１２月１０日（土） "おと
なも楽しめるおはなし会（おはなしス
プーンの会）#１２月１７日（土） "おは
なし会（おはなしスプーンの会）#１２月
２４日（土）

■乳幼児向けおはなし会（エンジェ
ル・エッグ）
１２月８日（木）、午前１０時３０分〜１１
時、同館で。無料。直接会場へ。
■読書会の案内（美原読書友の会）
同じ本を読んで、ひととき感想を語
り合いませんか。本は久坂部羊の「破
裂」。図書館で用意します。
１２月１３日（火）、午後１時３０分〜３
時、同館で。無料。
申 込 参加希望の方は、直接か電話
で同館へ。
移動図書館・くすのき号巡回日程表
日程
駐車時間
駐車場所
１３：３０〜１４：１０ 木青会館前
１２／２
１４：２０〜１５：００ 上池公園（平尾）
（金）
１５：２０〜１６：１０ かいづか公園（さつき野）
１０：３０〜１１：１０ 大池公園
３ １３：１０〜１３：５０ 今井地区公民館
（土） １４：１０〜１５：００ 丹上公園
１５：２０〜１６：１０ 府営美原南余部住宅集会所前
４（日）１４：４０〜１５：４０ 東初芝中央公園
１３：３０〜１４：１０ 木青会館前
１６
１４：２０〜１５：００ 上池公園（平尾）
（金）
１５：２０〜１６：１０ かいづか公園（さつき野）
１０：３０〜１１：１０ 大池公園
１７ １３：１０〜１３：５０ 今井地区公民館
（土） １４：１０〜１５：００ 丹上公園
１５：２０〜１６：１０ 府営美原南余部住宅集会所前
１８
（日）１４：４０〜１５：４０ 東初芝中央公園

復興を祈願した
絵馬を展示
美原区は昔、鋳物の先進地であったと
伝えられ、中世の美原区には、「大保千
軒（だいほせんげん）」と伝えられるよう
に大保地区を中心に数多くの鋳物師たち
が住んでおり、梵鐘（ぼんしょう）や鍋・
釜などの日用品に至るまでの幅広い鋳物
製品を鋳造していました。
その繁栄を現在に伝える美原区の見ど
ころとして、広国（ひろくに）神社（美原
区大保２４８）に鍋宮（なべみや）大明神の小
祠（しょうし）があります。
今回、展示された絵馬は、東日本大震
災の復興を願い「がんばれ!東北」と記さ

れ、梵鐘をかたどった絵馬【写真右】とな
っており、堺まつりにも出展しました。
また、直径１m40"の大鍋【写真左】が、
子どもたちと背比べができるようにスケ
ールとともに展示されています。皆さん
も一度訪れてみませんか。
問 合 広国神社
（!３６２―１８５９）は宮司が
不在ですので萩原神社（!２８５―０２９５）、ま
たは美原区役所企画総務課へ。

近畿税理士会富田林
支部では、所得税、相
続税、経理などの相談
会を実施します。
１２月１４日（水）、午後１〜４時（１人３０

分以内）、美原区役所１階市税事務所相
談室で。無料。
申 込１
２月５日から電話か FAX で同
支部（!０７２１―２５―６２５０$午後１〜４時%
!０７２１―２６―７０４０）へ。先着６人。

無料税務
相談会

無料。１
２：０
０〜１
２：４
５を除く。祝休日は休み。!"$%は、どの区でも可。
堺区役所
!市民相談・人権相談
（日常生活での問題や人権の問題など）

中区役所

東区役所

西区役所

南区役所

北区役所

区役所の問合先

美原区役所

月〜金曜日
月〜金曜日
月〜金曜日
月〜金曜日
月〜金曜日
月〜金曜日
月〜金曜日 電話相談も可
９：００〜１６：００ ９：００〜１６：００ ９：００〜１６：００ ９：００〜１６：００ ９：００〜１６：００ ９：００〜１６：００ ９：００〜１６：００ 問 合 企画総務課へ

月・水・金曜日 火・木曜日
水・金曜日
金・火曜日
月・水曜日
木・月曜日
木・月曜日
"法律相談
実施日
１３：００〜１６：００ １３：００〜１６：００ １３：００〜１６：００ １３：００〜１６：００ １３：００〜１６：００ １３：００〜１６：００ １３：００〜１６：００ 全区とおして、
（予約日"土・日曜日、祝休日の場合は
同じ内容の相談は１回限り
直前の執務日#の９：００から電話予約。 予 約
問 合 企画総務課へ
前日
月曜日
火曜日
木曜日
金曜日
水曜日
水曜日
先着各６人）
開始日
#交通事故相談

電話相談も可
問 合 堺区役所企画総務課へ

月〜金曜日、１０：００〜１７：００、堺区役所企画総務課で。

$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

地域福祉課

０１ !２
１
０
３
!２７０―８１
７
０―８
企画総務課

地域福祉課

東 !２８７―８１００ !２８７―８１１２
１３ !２
１
１
７
!２８７―８１
８
７―８

西 !２７５―１９０１ !２７５―１９１２

電話相談も可
１２／１
１２／２６
１２／２０
１２／１４
１２／８
１２／２１
１２／７
問 合 人権推進課（!２２８―
１４：００〜１６：００ １４：００〜１６：００ １４：００〜１６：００ １４：００〜１６：００ １４：００〜１６：００ １４：００〜１６：００ １４：００〜１６：００
７４２０ !２２８―８０７０）へ

南 !２９０―１８００ !２９０―１７４４

問 合 堺区役所企画総務課へ

１２／２・１６、
１３：００〜１６：００、堺区役所企画総務課で。要予約、事前に各区役所の上記!へお越しください。

問 合 地域福祉課へ
※南・北区は子育て支援室へ

月〜金曜日、９：００〜１７：３０
（女性相談員は月〜水・金曜日、堺・南区は月〜金曜日の９：００〜１６：００）、※区役所地域福祉課で。

毎月第４木曜日に開設

●今月は２２日（木）、午前１０時〜正午、午後１〜４時、
美原区役所１階で。無料。直接会場へ。

地域福祉課

企画総務課

子育て支援室

１４ !２
８
１
８
!２９０―１８
９
０―１
企画総務課

子育て支援室

１７ !２
８
８
３
!２５８―６８
５
８―６

)母子相談（離婚後の生活や不安、児童の養育など） 月〜金曜日、９：００〜１７：３０
（母子自立支援員は月・火・木・金曜日の９：００〜１６：００）、※区役所地域福祉課で。

花と緑の相談コーナー

企画総務課

１５ !２
９
１
９
!２７５―１９
７
５―１

北 !２５８―６７０６ !２５８―６６２１

(児童相談（子どものしつけ、虐待、非行、
月〜金曜日、９：００〜１７：３０、※区役所地域福祉課（家庭児童相談室）で。
学校生活、家族関係、心の悩みなど）
*女性相談（離婚、夫の暴力、生活など）

企画総務課

中 !２７０―８１８１ !２７０―８１９５

電話相談も可
１２／８
今月は実施
１２／２６
今月は実施
１２／１５
今月は実施
１２／２１
問 合 市政情報課（!２２８―
１４：００〜１６：００ しません １４：００〜１６：００ しません １４：００〜１６：００ しません １４：００〜１６：００
７４７５ !２２８―７４４４）へ

&登記・測量相談（電話予約可。先着各６人） １２／１４・２８、
１３：００〜１６：００、堺区役所企画総務課で。
'特別
（サラ金）
相談（先着各５人）

企画総務課 地域福祉課
堺 !２２８―７４０３ !２２８―７４７７
４４ !２
８
７
０
!２２８―７８
２
８―７

企画総務課

地域福祉課

美 !３６３―９３１１ !３６３―９３１６
原
３２ !３
７
６
７
!３６２―７５
６
２―０

皆さんの身近な花と緑の相談窓口としてご利用ください。
問 合 都市緑化センター
（!２４７―０３１０ !２４７―１４９２）へ。

