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平成23年12月1日推計
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は前月比
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♪みはら音楽フェスティバル♪ 入場無料

２月５日（日）

〜ハートウォーミングコンサート２
０１
２〜

新成人の門出を祝い、１月９日（祝
日）、午前１０時から美原文化会館（美原
区黒山１６７―１）ホールで、成人式を開
催します。
平成３年（１９９１年）４月２日〜平成４
年（１
９
９
２年）
４月１日に生まれた方が対象。
この成人式は、地域をあげて新成人
を祝福するため、市民の皆さんと協働
で美原区成人式実行委員会を組織し、
企画運営しています。同委員会には、
新成人と同世代の若者、青少年指導員
が参加しています。
第１部の式典では新成人による市民
憲章の朗読とメッセージ発表などがあ
ります。
また、第２部では新成人をお祝いす
るアトラクションとして、美原区在住
のメンバーが中心となって構成してい
るバンド「ロマンチップス」が、音楽ラ

美原区古代米
プロジェクト
第 ６ 弾

みはら音楽フェスティバルは、美原区
の区民まちづくり基金事業の一つとし
て、地域住民が自ら企画・運営する音楽
イベントです。
今回は関西を中心に活動している「Ta
cto Tango」（タクト タンゴ）
【写真】を
迎え、美しいアルゼンチンタンゴのメロ
ディーをお届けします。
２月５日（日）、午後４時〜６時ごろ

昨
年
の
成
人
式

イブを行います。
当日は、案内状を持参してくださ
い。案内状が届いていなかったり、紛
失したりした場合でも、当日、会場内
受付で申し出てください。また、他の
区の会場に出席することもできます。
なお、会場の駐車場には限りがあり
ます。できるだけ、徒歩や自転車、バ
スなどでお越しください。
問 合 美原区役所自治推進課
（!３６３
―９３１２ !３６１―１８１７）へ。

１月２
５日（水）

参加者募集

バンドネオン 仁詩
（ひとし）

子どもから高齢の方まで
楽しめるイベント

美原朝市では、農家の方が食べるた
めに作っている野菜を、地元の人に直
接販売しています。旬の野菜の美味し
さを味わってください。
毎月第２・４土曜日、午前１０時〜正
午（売り切れ次第終了）、美原区役所東
側エントランスで開催しています。
今月は１４・２８日に開催します。

１月２８日（土）古代米が入った

古代米パンを販売
１月２８日の朝市では、古代米講演会
や堺まつりで完売した、古代米パンを

ピアノ 大長 志野 ボーカル 田中 良和
（おおなが しの） （たなか よしかず）

地域ふれあいサロン

「みっぱら」開催

古代米を使った料理教室

緑豊かな農地が広
がる美原区では、毎
月第２・４土曜日に
美原朝市が行われる
など農業でつながる
まちづくりが進んでいます。
美原区では、こうした美原区の魅力や
特性を活（い）かしたまちづくりをさらに
進めるため、美原区の農業資源や古代米
を活用したまちおこしや特産品開発に、
市民の皆さんのパワーを借りて取り組ん
でいます。
今回、美原区古代米プロジェクト第６
弾として、古代米を使ったメニューを作
る料理教室を開催します。今回皆さんと
作るメニューは、同プロジェクト第３弾

ヴァイオリン 駒木 愛弓
（こまき あゆみ）

（午後３時３０分開場）、美原文化会館（美
原区黒山１６７―１）ホールで。無料。直接会
場へ。なお、満席（５４１席）となり次第、入
場を制限させていただきます。
駐車場には限りがありますので、徒歩
や自転車、バスなどでお越しください。
問 合 みはら音楽フェスティバル実行
委員会事務局（美原区役所自治推進課内
!３６３―９３１２ !３６１―１８１７）へ。

で応募いただいたメ
ニューです。ばらず
しやハンバーグ、デ
ザートまで、たくさ
んのメニューを予定
しています。ぜひ、参加してみませんか。
１月２５日（水）、午前１０時〜午後１時、美
原文化会館料理室で。無料。
申 込 直接か電話、FAX で１月５〜
２０日に美原区役所企画総務課（!３６３―
９３１１ !３６２―７５３２）へ。先着３０人。

〜マスコットキャラクター「みっぱら」登場〜

美原区を元気にしたいと、美原本通り
商店街振興組合が、地域団体などと連携
し、子どもから高齢の方まで楽しめるイ
ベント、地域ふれあいサロン「みっぱら」
を開催します。
１月２８日（土）、午前１０時〜午後２時、
美原区北余部４５―８【地図参照】で。入場
無料。公募で選ばれたキャラクター「み
っぱら」の着ぐるみが初登場します。
!マスコットキャラクター「みっぱら」
のお披露目会＆写真撮影会（みっぱら風
船をプレゼント。なくなり次第終了）!
朝市（農芸高校の生徒が育てた新鮮な野
菜など）!商店主が教える知恵袋!カフ
ェ（食用バラのサンドイッチなど）!ステ
ージイベント（親子で楽しむ童謡、大型

みっぱら

絵本読み聞かせなど）
また、同商店街の各店がこだわりの商
品やサービスを１００円で提供する「１００円
商店街」も同時に開催します。ぜひお越
しください。
問 合 商業流通課
（!２２８―８８１４ !２２８
―８８１６）へ。
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自治会活動にご協力をお願いします
ロールケーキ

ミニちまき

販売します。古代米プロジェクトの趣
旨に賛同し、堺市東区日置荘西町２―
８―１０ アークヒルズ１F のベーカリ
ー「ピサンリ」
（!２８５―５５０１）で特別に考
案された古代米パンです。
また、同朝市では、美原区で栽培さ
れ収穫した古代米や、古代米入りの餅
なども販売しています。ぜひ、この機
会に古代米を食べてみませんか。詳し
くは美原朝市運営委員会へ。
問 合 同委員会
（!３６２―０００８）か美原
区役所企画総務課（!３６３―９３１１ !３６２
―７５３２）へ。

皆様には輝かしい新年を迎えられ、
ますますご盛栄のこととお慶び申し上
げます。
昨年は、本協議会並びに各校区の自
治会活動にご理解とご協力を賜り、誠
にありがとうございました。
美原区自治連合協議会は、６つの校
区自治連合会から組織され、相互に連
携し、「安心して暮らせるまちづくり」
などをめざした取り組みを行っていま
す。
さて、近年は全国各地で甚大な災害
が続いており、近い将来、高い確率で
起こると予測されている東海・東南海
・南海などの地震災害や地球温暖化に
伴う台風や豪雨、竜巻といった自然災
害など、私たちの生活は常に災害と隣
り合わせであるとの認識が必要となっ
てきています。
今後起こり得る災害に備え、被害を

■市民課 1363-9313 FAX 363-1586 ■保険年金課 1363-9314 FAX 363-0020 ■美原市税事務所 課税担当： 1363-9317
FAX 361-1889 納税担当：1363-9318 FAX 361-1889 ■地域福祉課 1363-9316 FAX 362-0767 ■生活援護課 1363-9315
FAX 362-0767 ■企 画 総 務 課 1363-9311 FAX 362-7532（美 原 区 選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局） ■自 治 推 進 課 1363-9312
FAX361-1817 ■美 原 保 健 セ ン タ ー（美 原 区 黒 山 728-11）1362-8681 FAX 362-8676 ■美 原 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー
1361-1950 FAX 361-1960 ■社会福祉協議会美原区事務所 1369-2040 FAX 369-2060

■粗大ごみ受付センター…70120-00-8400 ／携帯電話からは

美原区自治連合
協議会会長

山本

重信

最小限にくい止めるには、地域や身近
にいる人同士が助け合う社会を実現す
る必要があり、本協議会の自治会活動
がますます重要となってきています。
そのためにも、一人でも多くの方に自
治会へ加入していただき、できる活動
から参加していただきたいと考えてい
ます。
本年も引き続き自治会活動にご協力
いただきますようお願い申し上げます
とともに、皆様にとって幸多き年とな
りますよう、祈念いたしております。
なお、自治会への加入や設立などに
ついては、美原区役所自治推進課へご
相談ください。
問 合 美原区役所自治推進課
（!３６３
―９３１２ !３６３―１８１７）へ。

■北部地域整備事務所（ 道路の維持、補修
工事など ） 1258-6782

モバイル堺美原区 Ｗｅｂ

FAX258-6843

■美原下水道管理事務所

1362-1821

FAX362-1822

■原池公園事務所美原分室
1361-2487

FAX362-3729

106-6485-5048
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