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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

お出かけには
バスのご利用を
「健康のつどい」
同時開催
美原区民の皆さんの相
互交流と親ぼくを深める
ことを目的として、美原
区内の各校区自治連合会
が主体の実行 委 員 会 が
「第８回（２０１２年）みはら
区民まつり」を開催しま
す。
詳しくは、同時配布し
ているチラシをご覧ください。
子どもから大人まで楽しめる模擬店やステージイベントがい
っぱいです。皆さんのご来場をお待ちしています。小雨決行。
入場無料。直接会場へ。

なお、駐車場には限りが
ありますので、来場には自
転車、バスなどをご利用ください。

昨年の様子

■美原区役所別館北側広場での催し
各校区や各種団体の模擬店、PR ブースなど
■美原文化会館（アルテベル）での催し
吹奏楽や踊りなどのステージイベント、特命戦隊ゴーバ
スターズショー、お楽しみ抽選会など
■美原区役所本館１階と４階での催し
各種団体の模擬店、PR ブースなど
■美原区役所本館５階での催し
健康のつどい（健康チェックコーナーなど）
問 合 みはら区民まつり実行委員会事務局
（美原区役所自治
推進課内 !３６３―９３１２ !３６１―１８１７）へ。

市では、区民や地元企業、バス事
業者と協力して美原区内のバスの利
用促進に取り組んでいます。
バスは、日常生活を支える大切な
交通手段です。このバス路線を維持
するためには、たくさんの方に乗っ
ていただくことが必要です。
お出かけの際にはバスを利用し、
皆さんでバスを守りましょう。
なお、みはら区民まつりで「美原
区内バス交通の利用促進」ブースを
設置し、PR 活動を行います。バス
でのご来場をお待ちしています。
問 合 公共交通課
（!２２８―７５４９
!２２８―８４６８）へ。

宮 田 区 長 の ひ と こ と

１
０
・
１
１月はイベントが盛りだくさんです
美原区内では、多くのイベントが開催されます。美原区役所と区民の皆さんが
協働で開催する「みはら芸術展」、「みはら区民まつり」、「古代米の稲刈体験」のほ
か、地域の方々や各種団体の方々が主催する「すこやかフェスタ」、「農芸祭」、
「ウォークフェスタ」など盛りだくさんで、私もこれらのイベントの開催を待ち遠
しく思っています。
詳しくは、本紙の今月・来月号に掲載します。ぜひご参加ください。

「みはら芸術展
「み
「みはら芸術展」
芸術展」
を開催

秋の風物詩

１０月１２〜１４日、午前１０時〜午後６時
（１４日は午後４時まで）、美原文化会館
（アルテベル）５階研修室で「第１７回（平
成２４年度）みはら芸術展」を開催しま
す。無料。直接会場へ。
美原区に在住・在勤・在学などの１６
歳以上の方から応募いただいた絵画・
陶芸・彫刻・写真・書の作品を展示しま
す。力作の数々をぜひご鑑賞ください。
なお、同展は、美原区域の芸術・文化
活動の振興と地域コミュニティーの活
性化を図ることを目的とした、市の区

２
１日の堺まつりに
美原朝市が出店

昨年の様子

２１日は、美原朝市運営委員会により開
催されている美原朝市が、美原区ブース

で新鮮な野菜などを販売します。午前１０
時〜午後５時（売り切れ次第終了）。
問 合 美原区役所企画総務課
（!３６３―
９３１１ !３６２―７５３２）へ。

６月１７日に市民の皆さんと一緒に田植
えをした古代米の稲を収穫します。
稲刈りをはじめ、稲こきともみすりな
ど、米ができるまでの一連の作業を行い
ます。当日収穫した米はお持ち帰りいた
だきます。
１０月２８日（日）、午前９時３０分〜正午。
みはら歴史博物館（美原区黒山２８１）駐車

場に集合。汚れてもいい服装で。飲み物
・タオル・軍手・うちわをご持参くださ
い。
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。小雨決行。
申 込 電話か FAX で１
０月２〜１６日に
美原区役所企画総務課（!３６３―９３１１ !
３６２―７５３２）へ。

昨年の様子

民まちづくり基金を活用し、区民の皆
さんが自ら企画・運営を行っています。
問 合 みはら芸術展実行委員会事務
局（美原区役所自治推進課内 !３６３―
９３１２ !３６１―１８１７）へ。

美原区内の防犯灯電気料金補助制度
安全で安心な生活環境づくりを推進す
るため、美原区内で防犯灯（関西電力の
契約種別が「公衆街路灯Ａ」のものに限
る）を維持管理している団体や個人に対
して、申請に基づき電気料金の一部を補
助します。
!単位町会、自治会その他住民自治組
織
受付期間や必要な書類は改めてお知ら
せしますので、関西電力から送付される
電気料金請求書、電気料金請求内訳書、
電気料金領収書を保管しておいてくださ
い。

１０月２０・２１日に開催される第３９回堺ま
つりの会場の一つである、市役所市民広
場内「市民交流ゾーン」に、美原区役所を
含む７区役所がブースを出展します。広
報さかい１２ページに関連記事あり。
２０日は、美原 未来・まちデザインひ
ろばの皆さんと古代米の穂のリース作り
体験イベントや古代米の特産品を販売
し、美原区の魅力を発信します。

!その他団体及び個人
"対象電灯!今年４月１日現在設置さ
れている、関西電力の契約種別が「公衆
街路灯Ａ」の防犯灯で、４月以降の電気
料金が支払い済みのもの。
"申請!１２月２８日までに美原区役所自
治推進課へ。
"補助額!ワット数ごとの９月分電気
料金単価を基準額として、基準額×防犯
灯数×６により算出される額。
問 合 美原区役所自治推進課
（!３６３―
９３１２ !３６１―１８１７）へ。

心ぽかぽかファミリーコンサートを開催
心ぽかぽか
ファミリーコンサートを開催
子育て支援をテーマに親子で楽しめる
コンサートを開催します。
１２月９日（日）、午後１〜３時、美原文
化会館（アルテベル）ホールで。無料。直
接会場へ。先着５００人。
出演は元 NHK 歌のお兄さんの新井
宗平さんと山本かずみさん。子どもから
大人まで一緒に歌って楽しめる２時間で
す。日ごろの子育てなどで忙しくしてい

■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 782-11）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

106-6485-5048

る保護者の皆さんも、子どもと一緒にホ
ッとできるひと時を過ごしに来ません
か。
また、会場では子育て支援情報のパネ
ル展示や、手づくりおもちゃの紹介など
も行います。
問 合 美原保健センター
（!３６２―８６８１
!３６２―８６７６）、または子育て支援センタ
ー（!３６３―４１５１ !３６３―４１６１）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

■休日などにおける急病診療は本紙 10 ページへ
1-C3-12-0086

