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美原区青少年指導員会主催

!夏期ふれあいキャンプ"

昨年の田植えの様子

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。
区の魅力や特性を活（い）かしたまちづ
くりのため、美原区の農業資源や古代米
を活用したまちおこし、特産品開発に、

美原朝市では、生産者が直接野菜や加
工品などを販売しています。旬の野菜の
おいしさや手作りの加工品を味わってく
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。

"新鮮野菜フェア第２弾
６月９・２３日は、美原朝市メンバーの
田中さんがスイスチャード【写真】を販売

健康づくり教室
「食を中心とした健康づくり」をテーマ
に、医師などによる講話や栄養士による
調理実習、体育指導員による運動実技・
ウォーキングなどを行います。栄養、運
動、休養について実践的に学び、健康増
進をめざす教室です。修了者は、みはら
ヘルスメイトの会員として地域の健康づ

市民の皆さんのパワーを借りて取り組ん
でいきます。
２年目を迎えた美原区古代米プロジェ
クトでは、今年度も古代米の田植えに参
加する方を募集します。６月１７日（日）、
午前９時３０分〜正午、どなたでも参加で
きます（１１歳以下の子ども１人につき２０
歳以上の付き添い１人が必要）。先着４０
人。無料。小雨決行。
当日は、長靴・タオル・雨具・飲み物
を持参のうえ汚れてもよい服装で、みは
ら歴史博物館（美原区黒山２８１）の駐車場
にお集まりください。
申 込 電話か FAX で６月４〜１
４日に
美原区役所企画総務課（!３６３―９３１１ !
３６２―７５３２）へ。
します。スイスチャードはフダンソウと
も呼ばれ、ほうれん草に似た野菜で、鮮
やかな色合いとシャキシャキした食感で
人気があります。詳しくは美原朝市運営
委員会（!３６２―０００８）へ。

"古代米マドレーヌ教室 ６月１８日（月）
美原朝市運営委員会による古代米マド
レーヌ教室を開催します。講師は美原朝
市で古代米入りパンを販売しているベー
カリー「ピザンリ」でケーキ作りを担当す
る今井澄子さん。６月１８日（月）、午前１０
時〜正午、美原文化会館（美原区黒山１６７
―１）料理室で。参加費５００円。作ったマ
ドレーヌはお持ち帰りできます。ピザン
リオリジナル・古代米入りパンの携帯ス
トラップのお土産付き。エプロン、タオ
ル、筆記用具を持参してください。先着
２０人。
申 込 直接か電話で６月４〜１
５日に美
原区役所企画総務課（!３６３―９３１１ !３６２
―７５３２）へ。
くり活動（ボランティア）に参加すること
ができます。
開催日は６月２６日、７月１０・２４日、８
月２１日、９月４・１８日、美原保健センタ
ーで。開催時間はお問い合わせくださ
い。全回参加できる方が対象。無料。
申 込 ６月４日から電話か FAX で美
原保健センター（!３６２―８６８１ !３６２―
８６７６）へ。先着２５人。

豊かな自然環境の中で青少年指導員
とともに、マリンスポーツや野外レク
リエーションを体験する「夏期ふれあ
いキャンプ」を開催します。
同キャンプは、子どもゆめ基金の助
成による活動です。
７月２１・２２日（１泊２日）、京都府立青
少年海洋センターマリーンピア（京都
府宮津市）で。美原区在住・在学の小学
５年生〜中学生が対象。費用４，
０００円。
申 込 はがき
（１通３人まで。重複
した申し込みは不可）に参加者全員の
住所、氏名、性別、学校名、学年、保
護者氏名、電話番号、「夏期ふれあい

青少年健全
育成講演会

夢をあきらめない!
ダンスで心のバリアフリーを!

美原区青少年指導員会では、「夢をあ
きらめない!ダンスで心のバリアフリー
を!」をテーマに講演会を開催します。
講師は、日本初のプロの車いすダンサ
ーで、美原区在住の奈佐誠司さんです。
６月１６日（土）、午前１０時〜１１時３０分、
みはら歴史博物館（美原区黒山２８１）ホー
ルで。直接会場へ。定員は２６０人。

"Saturday★Jazz Time Vol.16
出演は、中野ひろし＆スゥイングガ
イズ・オーケストラ。テーマは「ビッ
グバンドでジャズの醍醐味（だいごみ）
を…」。曲目は「スターダスト」
「オール
・オブ・ミー」
「オン・ザ・サニー・サ
イド・オブ・ザ・ストリート」など。
楽しいトークと迫力ある生演奏をお楽
しみください。
６月１６日（土）、午後７時開演（開場
は午後６時３０
分）アルテベ
ルホールで。
入場料１，
０００
円。全席自由

ど）、筆記用具を持参してください。
申 込 ６月４〜１
８日に電話か FAX で
美原保健センター（!３６２―８６８１ !３６２―
８６７６）へ。先着２５人。

■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 ■美原基幹型包括支援センター
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

どなたでも参加できます
ので、ぜひお越しくださ
い。なお、駐車場に限りがありますの
で、来場には徒歩・自転車・バスなどを
ご利用ください。
問 合 子ども育成課
（!２２８―７４５７ !
２２８―８３４１）へ。

席。直接同館へ。先着５４１人。
"「第２回アルテベルハワイアンフ
ラフェスティバル in 美原」
１２月１６日（日）、アルテベルホールで
開催する発表会の参加サークルを募集
します。
１サークル１０〜２０人で発表していた
だきます。参加費は１人２，
０００円。先
着１５団体。
申 込 美原文化会館にて、代表者の
必要事項とサークル名、参加人数、曲
目を明記のうえ、参加費を添えて美原
文化会館へ。
問 合 美原文化会館
（美原区黒山１６７
―１ !３６３―６８６８ !３６３―００７０）へ。受
け付けは午前９時〜午後８時。第２・
４月曜日は休館（ただし、祝日は開
館）。

「よい歯のコンクール」
入賞親子決定
平成２３年度中の３歳児歯科健診受診
者の中からよい歯の親子を選ぶコンク

バランスクッキング教室参加者募集
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）の主催
でバランスクッキング教室を開催しま
す。今回はバランスのとれた洋風献立
（メニューは鯛のソテー、温野菜サラダ
など）を作ります。男性の方もぜひ参加
してださい。
６月２５日（月）、午前１０時〜午後１時、
同センター２階栄養指導室で。参加費
５００円。エプロン、三角巾（バンダナな

キャンプ参加希望」
を書いて、６月１３日
（消印有効）までに美
原区青少年指導員会（〒５８７―８７９９ 美
原区黒山３１―６ 日本郵便事業"美原
留）
へ。定員３５人。
支店#
なお、定員を超えた場合は、６月１６
日（土）、午後２時から美原文化会館５
階研修室で公開抽選を行います。当選
した方には詳細をお知らせし、保護者
の方による正式な申し込み手続きを行
っていただきます。
問 合 子ども育成課
（!２２８―７４５７
!２２８―８３４１）へ。

ールが、５月１１日に開催されました。
参加４組の親子から次の皆さんが選
ばれました。
#最優良親子!南野裕香さん、汰直
ちゃん【写真】
#優良親子!辻本綾さん、柚希ちゃ
ん
なお、最優良親子に選ばれた南野裕
香さんと汰直ちゃんは６月２日に開催
される大阪府の審査会に出場されま
す。
問 合 美原保健センター
（!３６２―８６８１
!３６２―８６７６）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

1276-6818

FAX279-9711

106-6485-5048
1-C3-12-0086

