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美原区広報 編集・発行：美原区役所企画総務課
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●携帯版ホームページ http://www.city.sakai.lg.jp/i/mihara/index.html
●〒587-8585
〒587-8585 美原区黒山167-1 ＴＥＬ363-9311
Ｌ363-9311 FAX 362-7532 ●ホームページ
ホームページ http://www.city.sakai.lg.jp/mihara/index.html

「美原区タウンミーティング＆まちづくりコンサート」を開催しま
す。タウンミーティングでは、さまざまな指標で市の現状を客観的に
分析した報告書「堺・まちづくり GPS」を用いて、堺が抱えている課
題をご理解いただくとともに、美原区の「まちづくり」の取り組みを報
告し、今後のまちづくりについて、市民の皆さんと市長や区長が意見
交換を行います。タウンミーティングやまちづくりコンサートの他、
特産品が当たる抽選会や美原朝市の開催など、盛りだくさんの内容と
なっています。ぜひご参加ください。無料。直接会場へ。

ご意見募集します
タウンミーティングで意見交換するに当たり、事前に皆さんのまち
づくりに関するご意見を募集します。
申 込 郵送かＦＡＸ、電子メールで氏名、住所、連絡先
（電話番号
など）、まちづくりに関するご意見を９月１４日までに、美原区役所企
画総務課（〒５８７―８５８５ 堺市美原区黒山１６７―１ !３６３―９３１１ !３６２―
７５３２
mikisou@city.sakai.lg.jp）へ。
電 子
メール

プログラム（予定）
"第１部 タウンミーティング 午前
１０〜１１時１５分
"「堺・まちづくり GPS」について
"美原区の特色ある取り組み事例紹介
"意見交換
"第２部 まちづくりコンサート 午
前１１時２５分〜午後０時３０分
"美原 未来・まちデザインひろばの
活動報告
"ボーカリスト・
森一馬さん【写真】に
よる東日本大震災復
興チャリティーコン
サート

美原朝市の開催
毎月第２・４土曜日に開催している美原朝市を午前１０
時３０分〜午後０時３０分、美原区役所東側エントランスで
特別開催します。美原区とその近隣地域で収穫された新
鮮な野菜が並びます。詳しくは、美原朝市運営委員会
（!３６２―０００８）へ。

花 苗 の プ レ ゼ ン ト
美原 未来・まちデザインひろばでは、花と緑で地域
を彩る取り組みを実践しています。その取り組みを広げ
るため、来場された先着２００人の方に花苗をプレゼント
します。

抽 選 会

催しの最後に、美原区の特産品な
どが当たる抽選会を開催します。

宮 田 区 長 の ひ と こ と

お礼状をいただきました
美原区自治連合協議会では、市内で唯
一鉄道駅のない美原区の主要な交通手段
であるバスの利用促進に市と協働で取り
組んでいます。バスを利用しないと減便
や廃止となる可能性があり、自治会とし
ても利用者の増加に向けてバスマップの
作成や配布、バスを利用したイベントの
企画などに協力しています。区民の皆さ

連日、厳しい暑さが続いています。９月に入ります
が、水分をしっかり補給し、熱中症対策を十分に行って
ください。
さて、先日、区役所で開催した事業に参加した区民の
方から、素敵な夏らしいイラストの入ったお礼状をいた
だき、とても感激しました。心の込もったお礼状を見
て、区民の皆さんに喜んでもらえる取り組みをどんどん
進めていきたいという気持ちを新たにしました。

ん、お出かけの際はバスに乗ってくださ
い。
問 合 美原区役所自治推進課
（!３６３―
９３１２ !３６１―１８１７）へ。

認知症サポーター養成講座

「認知症について正しく知ろう」

みはら大地幼稚園（美原区菅生５８７）
では、来年４月に入園する幼児を次の
とおり募集します。
入園資格 幼児と保護者の住所が美
原区にある方
"３歳児（３年保育）"平成２１年４月
２日〜２２年４月１日生まれ
"４歳児（２年保育）"平成２０年４月
２日〜２１年４月１日生まれ
"５歳児（１年保育）"平成１９年４月
２日〜２０年４月１日生まれ
募集人員 "３歳児"１２０人 "４
歳児"２０人 ５歳児"３５人
※応募者が募集人員を超えた場合は、
１０月１７日に美原文化会館で、公開抽選
を行います。
入園料・保育料（保育料は８月と３
月を除く１０回払い）
"入園料"１万円
"保育料"月額１万２，
０００円

※５歳児の保育料を平成２５年度から改
定します。
※就園を奨励するために、生活保護、
市民税所得割非課税世帯、児童扶養手
当受給者、長期疾病、生業不振、失業
や天災などで保育料の支払いが困難な
場合は入園料・保育料の減免制度があ
ります。入園後、同園からお知らせし
ます。
入園願書配布 ９月３日から、午前
９時〜午後５時（土・日曜日、祝日を
除く）、同園か美原区役所本館市政情
報コーナーで。
入園願書受付 １０月１〜３日、午後
１〜５時、美原区役所本館５階大会議
室Ａで。
問 合 同園
（!３６１―８７７２ !３６１―
５５００）か学務課（!２２８―７４８５ !２２８―
７２５６）へ。

認知症は誰でもなる可能性のある病気
です。いつ自分や家族、友人や知り合い
が認知症になるかわかりません。認知症
について正しく理解し、認知症の方や家
族を温かく見守る応援者（認知症サポー
ター）が周りにいれば、認知症になって
も住み慣れた地域で安心して暮らし続け

ることができます。認知症サポーターの
輪を広げるために、「認知症の正しい理
解、早期発見、予防、認知症の方との接
し方」の講座を行います。ぜひご参加く
ださい。
９月１０日（月）、午後１時３０分〜３時３０
分（受け付けは午後１時から）、美原区役
所５階大会議室で。無料。
申 込 ９月３〜７日に直接か電話で美
原基幹型包括支援センター（!３６１―１９５０
!３６１―１９６０）へ。先着５０人。

高齢者出張相談会始めました
高齢の方が、いつまでも住み慣れた地
域で安心して暮らせるよう、介護保険を
はじめとした、さまざまな高齢者の福祉
制度やサービスに関する出張相談会を美

■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

お礼状

原老人福祉センター（美原区黒山７８２―１０）
で始めました。
最近、身の回りのことが心配で介護保
険のサービスを利用したいという方や、
家族、近所の方で心配なことや困りごと
があれば、気軽にお立ち寄りください。
第２木曜日と第４火曜日、午前１０時〜
午後２時、美原老人福祉センターで。無
料。直接会場へ。
問 合 美原基幹型包括支援センター
（!３６１―１９５０ !３６１―１９６０）か美原第１地
域包括支援センター（!３６９―３０７０ !３６９
―３０３８）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

