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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、「第８
回（２０１２年）みはら区民まつり」を開催
します。小雨決行。入場無料。直接会
場へ。詳しくは、先月号と同時配布し
ているチラシをご覧ください。

◆お楽しみ抽選会◆
お楽しみ抽選会は、美原文化会館ホ
ールで実施します。なお、当日来場さ
れ、抽選会に参加できない場合（ただ
し、特賞は抽選会時に会場内におられ

る方のみ対象となります）は１１月３０日
（金）まで美原区役所本館１階「風の広
場」に抽選結果を掲示しますのでご覧
ください。当選された抽選券を同日ま
でに、美原区役所自治推進課へ持参し
てください。賞品と引き換えます。
駐車場には限りがありますので、み
はら区民まつりへのご来場は、バスや
徒歩、自転車などをご利用ください。
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。

ど盛りだくさんのコーナーを用意し、
生活習慣の見直しや、健康維持を考え
ます。家族みんなで楽しく健康づくり
を始めましょう。
問 合 美 原 保 健 セ ン タ ー（ !３６２―
８６８１ !３６２―８６７６）へ。
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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。おおむね小学
校低学年以下の子どもとその保護者や妊
娠中の方などが対象です。
１２月９日（日）、午後１〜３時、美原文
化会館（美原区黒山１６７―１）ホールで。無
料。直接会場へ。先着５００人。当日、午前
１１時から同館正面入
口で整理券を発行し
ます。開場は午後０
時３０分。
出 演 は 元 NHK
歌のお兄さんの新井
宗平さんと山本かず

府立農芸高校
１１月１１日（日）、午前９時３０分〜午後
３時（午前９時３０分の開門は正門の
み）、農芸高校（美原区北余部５９５―１）
で、同校の特色や日頃の学習の成果な
どを地域の皆さんに見ていただくこと
を目的に、農芸祭を開催します。入場
無料。直接会場へ。
学習内容の実演・展示、農場生産物
の販売、各種体験など、さまざまな企
画を用意し、皆さんの来校をお待ちし

美原高校
国際交流大バザール

黒山校区で自主防災訓練を実施
９月２３日、黒山校区自主防災訓練【写
真】が黒山小学校で行われ、地域の皆さ
んなど５１７人が参加しました。
この訓練は、非常時において的確に対
応できる体制づくりと防災意識の高揚、
また、災害時に地域の皆さんが助け合う
ことで被害を最小限に抑えるための自主
防災力向上を目的に、黒山校区の自主防
災会と自治連合会の主催のもと実施され
ました。
当日は、避難誘導訓練や救出・搬送訓
練をはじめ、救護訓練、初期消火訓練、
避難所での炊き出しを想定した給食訓
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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

!健康のつどい" 〜大人も子どもも
同時開催
見直そう!生活習慣〜
１１月４日（日）、午前１０時〜午後３
時、美原区役所本館５階で「健康のつ
どい」を開催します。
健康のつどいでは、最近増えている
糖尿病や慢性閉塞性肺疾患（COPD）の
予防啓発、乳がん予防啓発、お口の年
齢測定やフッ素塗布、野菜たっぷりバ
ランスの良い食生活改善、お薬の相
談、介護相談、酒害相談、体の歪（ゆ
が）み測定や健康自己チェック、ウォ
ーキングやチューブ体操で健康づくり
をしている自主グループの活動紹介な
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モンゴル〜大草原の風の調べにのって
美原高校（美原区平尾２３４―１）では、身
近な国際交流をめざし、堺みはら国際交
流協会の協力で国際交流大バザールを開
催します。１１月２３日（祝日）、午前１０時〜
午後２時、同校内駐輪場や食堂とその周

みさん【写真】。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、赤
ちゃん人形抱っこ体験なども行います。
主催：美原区子育て支援地域ネットワ
ーク会議
共催：美原区子ども家庭フォーラム
問 合 美原保健センター
（!３６２―８６８１
!３６２―８６７６）か子育て支援センター（!
３６３―４１５１ !３６３―４１６１）へ。

農 芸 祭

ています。
なお、車・中型大型バイクでの来校
やペットの持ち込み（キャリーケース
含む）、校地内での喫煙はご遠慮くだ
さい。また、販売物は数に限りがあり
ますので、売り切れの際はご容赦くだ
さい。
問 合 同校
（!３６１―０５８１ !３６１―
０６８４）へ。

辺エリアで。入場無料。直接会場へ。
舞台では、モンゴル民族音楽演奏や沖
縄のエイサーを、駐輪場では、各国の模
擬店や子供コーナー、掘り出し市の他、
美原朝市などを行います。また、モンゴ
ル特有の住居「ゲル」や民族衣装も体験で
きます。
問 合 同校
（!３６２―３１００ !３６２―３２１０）
へ。

「美原区高齢者徘徊ＳＯＳネット
ワークシステム」
を開始します
練、地震体験車による訓練などが行われ
ました。
参加した皆さんは、どの訓練にも真剣
に取り組み、地域のつながりの大切さを
再認識していました。
問 合 美原区役所自治推進課
（!３６３―
９３１２ !３６１―１８１７）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
が認知症になるか分かりません。認知症
の周辺症状として、徘徊（はいかい）が大
きな問題となっています。移動手段によ
っては、市町村をまたいで遠方で発見さ
れることも少なくありません。地域の支
援を得て「美原区高齢者徘徊ＳＯＳネッ

トワーク」を１１月から開始します。この
ネットワークは、事前登録された徘徊の
おそれのある認知症の高齢者が行方不明
になった場合、区内の協力機関に情報を
提供し、早期発見につなげます。利用に
は、事前登録が必要です。
問 合 美原基幹型包括支援センター
（!３６１―１９５０ !３６１―１９６０）へ。

高齢期をすこやかに

赤十字健康生活支援講習
上黒山自治会の地域活性化事業とし
て、美原朝市出品者や地区の有志の協力
により「にぎやか市」が開催されます。
プログラムは美原朝市をはじめ、すず
め踊り、金魚すくいの他、多数のイベン
トが行われます。美原高校、農芸高校も
参加し、会場を大いに盛り上げます。

１１月１８日（日）、午前９時〜正午、上黒
山総合会館（美原区黒山７８２―１美原保健
センター向かい）で。入場無料。直接会
場へ。
問 合 美原区役所企画総務課
（!３６３―
９３１１ !３６２―７５３２）へ。

高齢の方に対する家庭での介護や地域
での支援、自身の健康管理に役立つ知識
や技術を学べます。美原区在住の１５歳以
上の方が対象。
来年１月１６・２３日、２月６・１３・２０・
２７日（いずれも水曜日）、午後１時３０分〜
３時３０分（１月１６日・２月２７日は午後４
時３０分まで）、美原区役所で。無料。

■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

申 込 往復はがきに住所、氏名
（ふり
がな）、昼間に連絡のとれる電話番号、
「健康生活支援講習」を書いて、１２月７日
（消印有効）までに日赤堺市美原区地区事
務局（〒５８７―８５８５ 美原区黒山１６７―１
美原区役所自治推進課内 !３６３―９３１２
!３６１―１８１７）へ。定員３５人。申し込み多
数の場合は抽選で決定します。

■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

