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文化会館（美原区黒山１６７―１）料理室で。
参加費５００円。小学生とその保護者が対
象（大人１人につき小学生２人まで可）。
エプロン、タオルを持参してください。
申 込 電話か FAX で８月２〜１
０日に
美原区役所企画総務課（!３６３―９３１１ !
３６２―７５３２）へ。先着２０人。

美原朝市
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。

親子古代米パンストラップ教室

８月１１日農芸高校が出品

古代米入りパンの生地を使った携帯電
話のストラップを親子で楽しく作る教室
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
「ピサンリ」さんです。
８月２０日（月）、午前１０時〜正午、美原

美原区内にある農芸高校の生徒たちが
栽培している野菜などを販売します。当
日は、元気な生徒たちが野菜を直接販売
します。詳しくは、美原朝市運営委員会
（!３６２―０００８）へ。

バスマップ（美原区内）
を作成しました
公共交通を担うバスの利用者は減少し
ています。これからもバス交通を維持し
ていくためには、美原区内のみなさま
に、日常生活でバスを利用していただく
ことが重要です。
そこで、美原区内のバスの利用促進を
図るため、美原区民により作成していま
した校区ごとのバスマップができあがり
ました。

美原老人福祉

このバスマップは、美原区役所市政情
報コーナー、公共交通課に配架していま
すのでご利用ください。市ホームページ
（アドレスは広報さかい１ページ参照）か
らもダウンロードが
できます。
問 合 公共交通課
（!２２８―７５４９ !２２８
―８４６８）へ。

センター便り

今 月 の

健康教養講座
美原老人福祉センター（美原区黒山７８２
―１０）では、高齢の方の健康や教養の向上
のための講座を行っています。今月の講
座は「ケータイ安全教室」。市内在住の６０

太成学院大学

歳以上の方が対象。NTT ドコモ関西支
社の方を講師に招き、携帯電話を使っ
た、振り込め詐欺などのトラブルに巻き
込まれないようにするための対策や、身
を守るためのポイントについて、分かり
やすく教えていただきます。
８月２８日（火）、午前１０時３０分〜正午。
同センター大集会室で。無料。
申 込 受け付け中。直接か電話で８月
２７日までに同センター（!３６２―３９３９ !
３６２―１７９８）へ。先着３０人。

公開講座受講生募集

太成学院大学では、次の公開講座の受
講生を募集します。
#親子で遊ぼう!８月２７日（月）、午前１０
時３０分〜午後０時３０分。無料。５歳〜小
学１年生とその保護者が対象。
$「怪異」から見るヨーロッパの歴史!８
月２７日（月）、午後１〜２時３０分。無料。
%心を伝える慶弔マナー講座!８月２８日
（火）、午後１〜４時１０分。費用２，
０００
円。２０歳以上の方が対象。
&CAD を使った教材制作!８月３１日
（金）、午後１〜３時３０分。無料。小学校

〜高校の教員が対象。
申 込 往復はがきに住所、氏名
（フリ
ガナ）、年齢、性別、電話番号、講座
名、同伴者名、交通手段を書いて"#は
８月１７日、$は８月１８日、%は８月２１日
（いずれも必着）までに、太成学院大学学
生サービス課資格・就職支援コーナー
「公開講座係」
（〒５８７―８５５５ 美原区平尾
１０６０―１ !３６２―３７３１ !３６２―０５９８）へ。
!!www.tgu.ac.jp
同大学ホームページ（http"
!）でも申し込み可。

の び や か 健 康 館

無料ダイエットセミナー教室

お腹や二の腕など気になるところはあ
りませんか。体重コントロールのために
は、運動と食事の両方に注意する必要が
あります。自宅でできるトレーニング方
法を紹介します。

行政書士による無料相談会
遺言、相続、内容証明や各種契約書の
作成、帰化申請、建設・産廃業や宅建業
などの営業許可申請、会社設立等につい
てご相談ください。電話相談はできませ
ん。８月１８日（土）、午後１時３０分〜４時
（受付は午後３時３０分まで）、堺市産業振

休館日 ８月６・１３・２０・２７日
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。
■８月のブックフェア
一般向け!「夏の風物詩」
児童向け!「おばけ」
■乳幼児向けおはなし会（エンジェ
ル・エッグ）
８月９日（木）、午前１０時３０分〜１１時
■おはなしのへやへ、ようこそ"
いずれも午後３時〜３時３０分。
みんな集まれ!えほんタイム!８月
４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）
!８月１１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）!８月１８日（土）
おはなし会（おはなしスプーンの会）
!８月２５日（土）
■保護者向け講座「子育てで大切に
したいこと〜ばぁばの子育て奮戦記か
ら〜」
冨田久子さん（元黒山小学校校長）が
長年美原区で小学校教育に携わった経
験と現在進行中のばぁばの子育て経験
から、子育てや読書の大切さについて

８月１６日（木）、正午〜午後１時、同館
で。１６歳以上が対象。無料。運動しやす
い服装、筆記用具、飲み物を持参してく
ださい。
申 込 直接か電話で８月２〜１
４日に、
のびやか健康館（北区金岡町２７６０―１ !
２４６―５０５１ !２４６―５０４１）へ。先着２０人。

興センター（最寄駅：高野線中百舌鳥駅
御堂筋線なかもず駅）セミナー室３
で。無料。直接会場へ。予約可（予約は
大阪府行政書士会堺支部へ）。
問 合 大阪府行政書士会堺支部
（!２３４
―３９９９ !２３４―３２４５）か市民人権総務課
（!２２８―７５７９ !２２８―０３７１）へ。

お話します。
８月１７日（金）、午前１０時〜正午、み
はら大地幼稚園（美原区菅生５８７）で。
無料。１歳以上の未就学児対象の託児
あり（先着７人）。講座と同時にお申し
込みください。
申 込 ８月２日から直接か電話で同
館へ。先着１００人。
移動図書館・くすのき号巡回日程表
８月

駐車時間

４
１４：１０〜１５：００ 丹上公園
（土）
１５：２０〜１６：１０ 府営美原南余部住宅集会所前
５（日）１４：４０〜１５：４０ 東初芝中央公園
８（水）１３：３０〜１４：１０ 大池公園
１３：３０〜１４：１０ 木青会館前
１０
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）
１３：１０〜１３：５０ 今井地区公民館
１８
１４：１０〜１５：００ 丹上公園
（土）
１５：２０〜１６：１０ 府営美原南余部住宅集会所前
１９
（日）１４：４０〜１５：４０ 東初芝中央公園
２９
（水）１３：３０〜１４：１０ 大池公園
１３：３０〜１４：１０ 木青会館前
３１
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）
９月２日
１４：４０〜１５：４０ 東初芝中央公園
（日）

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 各区役所企画総務課へ

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
（予約日"土・日曜日、祝休日の場合は
直前の執務日#の９：００から電話予約。 予 約 実施日の
実施日直前の 実施日直前の 実施日直前の 実施日直前の 実施日直前の 実施日直前の
先着各６人）
開始日
前日
月曜日
火曜日
木曜日
金曜日
水曜日
水曜日

全区を通じて、
同じ内容の相談は１回限り
１回２５分以内
問 合 各区役所企画総務課へ

電話相談も可
８／９
今月は実施
８／２０
今月は実施
８／１６
今月は実施
８／１５
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

$人権擁護委員による人権相談

電話相談も可
８／２
８／２４
８／２１
８／８
８／９
８／１５
８／１
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

%交通事故相談

月〜金曜日、
１０：００〜１７：００、堺区役所企画総務課で。

電話相談も可
問 合 堺区役所企画総務課へ

&登記・測量相談（電話予約可。先着各６人） ８／８・２２、
１３：００〜１６：００、堺区役所企画総務課で。１回２５分以内。

問 合 堺区役所企画総務課へ

'児童相談（子どものしつけ、虐待、非行、
月〜金曜日、９：００〜１７：３０、各区役所（右の 問 合 参照）で。
学校生活、家族関係、心の悩みなど）

問 合 堺・中・南・北区の方

(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）、各区役所（右の 問 合 参照）で。
)女性相談（離婚、夫の暴力、生活など）

は子育て支援室、東・西・美
月〜金曜日、９：００〜１７：３０
（女性相談員は月〜水・金曜日、堺区は月〜金曜日、南・北区は月・水〜金の９：００〜１６：００）、各区役所 原区の方は地域福祉課へ
（右の 問 合 参照）で。

花と緑の相談コーナー

毎月第４木曜日に開設

●今月は２３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。

企画総務課 子育て支援室
堺 !２２８―７４０３ !２２２―４８００
区
!２２８―７８４４ !２２２―４８０１
企画総務課

子育て支援室

中 !２７０―８１８１ !２７０―０５５０
区
!２７０―８１０１ !２７０―８１０４
企画総務課

※"の法律相談については、できるだけ多くの市民の方に、公平に相談の機会を設けるため、同じ内容の相談は、全区を通じて１回限りとしています。
#行政相談
（国の行政全般についての苦情・要望など）

駐車場所

１３：１０〜１３：５０ 今井地区公民館

地域福祉課

東 !２８７―８１００ !２８７―８１１２
区
!２８７―８１１３ !２８７―８１１７
企画総務課

地域福祉課

西 !２７５―１９０１ !２７５―１９１２
区
!２７５―１９１５ !２７５―１９１９
企画総務課

子育て支援室

南 !２９０―１８００ !２９０―１７４４
区
!２９０―１８１４ !２９０―１８１８
企画総務課

子育て支援室

北 !２５８―６７０６ !２５８―６６２１
区
!２５８―６８１７ !２５８―６８８３

美 企画総務課 地域福祉課
原 !３
６３―９３１１ !３６３―９３１６
区 !３
６２―７５３２ !３６２―０７６７

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。

