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１
２月１日

す。ぜひ協力をお願いします。
１２月１２日（水）、午前１０時〜午後４時３０
分（正午〜午後１時を除く）、美原区役所
１階エントランスホールで受け付けしま
す。
問 合 美原区役所自治推進課
（!３６３―
９３１２ !３６１―１８１７）へ。

献血にご協力をお願いします
１２月は大阪府献血推進月間です。冬は
献血者が少ない傾向にあり、血液が不足
することがあります。皆さんの献血を通
じた善意が、多くの方の命を救います。
市では、次のとおり献血を実施しま

美原バスターミナル周辺の整備が終わりました
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美原地域には主要官道が通り、大和と西
方を結ぶ要衝地とされていました。７世
紀後半になると、この地に丹比廃寺・黒
山廃寺・伝泉福寺（大保廃寺）などの寺院
が建立されます。本展では、古代寺院の
うち黒山廃寺出土瓦を中心に、周辺遺跡
出土の古代瓦を比較し、寺院を建立した
氏族や寺院・遺跡間の関係について考察
します。
１２月８日（土）、午後２時から約３０分、同
館学芸員が同展展示品を解説します。

高齢者の交通安全をテーマとした俳句・川柳を 募集
府内で１０月３１日現在、発生した交
通死亡事故の内、５３人の高齢者が亡
くなっています。例年、年末は事故
が多発する傾向にあることから、安
全意識を高めるため交通安全に関す
る俳句・川柳を募集します。美原区
在住・在勤の６０歳以上の方が対象。

１人３作品まで。
申 込 郵送で氏名、住所、年齢、
電話番号、作品を書いて、１２月２１日
までに黒山警察署交通課（〒５８７―
００２１ 美原区小平尾３７７―２ !３６２―
１２３４）へ。

近畿税理士会富田林
支部では、所得税、相
続税、経理などの相談
会を実施します。
１２月１２日（水）、午後１〜４時（１人３０

無料税務
相談会

１２月１５日（土）、午前１０時〜正午（売り
さや手作りの加工品を味わってくださ
切れ次第終了）、みはら歴史博物館内の
い。
レストラン museum café 風遊（ふらり）
毎月第２・４土曜日、午前１０時〜正午
のベランダで美原朝市を開催します。雨 （売り切れ次第終了）、美原区役所東側エ
天決行。今回は野菜のみの販売です。美
ントランスで開催しています。
問 合 美原朝市運営委 員 会（ !０９０―
原朝市は、生産者が直接野菜や加工品な
２５９０―８８６６）へ。
どを販売しています。旬の野菜のおいし

美原
区役所別館

来庁者兼
公用駐車場

道
国

休館日：１２月３・１０・１７・２５・２８日〜１
月４日
開館時間：午前９時３０分〜午後５時１５分
（入館は午後４時３０まで）。
入館料：一般５００円。中学生以下、６５歳
以上、障害のある方は無料。
問 合 みはら歴史博物館
（美原区黒山
２８１ !３６２―２７３６ !３６２―２２６０）へ。
■特別展「瓦が語る美原の古代寺院―黒
山廃寺をめぐって―」
来年１月２７日まで開催します。古代の

風遊で美原朝市開催

通常の美原朝市も開催します。

問 合 美原都市拠点整 備 室（ !３６１―
２４８４ !３６１―２４８５）か美原区役所企画総
務課（!３６３―９３１１ !３６２―７５３２）へ。

美原区役所

平成２３年１２月から施工していた「美原
区役所内バスターミナル整備工事」が１１
月末に完成しました。
１２月１日から美原区役所別館東側の道
路が開通します。
また、美原区役所別館西側の来庁者兼
公用駐車場も開設します。駐車場の利用
時間は開庁日の午前８時３０分から午後６
時です。
（なお、美原区役所別館周囲の植栽工
事は、平成２５年１月から３月にかけて実
施予定です。）

１
２月１
５日

分以内）、美原区役所１階市税事務所相
談室で。無料。
申 込１
２月３日から電話か FAX で同
"午後１〜４時#
支部（!０７２１―２５―６２５０
!０７２１―２６―７０４０）へ。先着６人。

休館日 １２月３・４・１０・１７日、２９日
〜１月３日（１２月２８日、午前１０時か
ら、１月４日、午前９時まで、返却ポ
ストは利用できません。ご注意くださ
い）
開館時間 火〜金曜日 午前１０時〜午
後８時（土・日曜日、祝休日は午後６
時まで）
問 合 美原図書館
（!３６９―１１６６ !
３６９―１１６８）へ。
■１２月のブックフェア
"一般向け!「追悼２０１２」
"児童向け!「おとうさん・おかあ
さんだいすき」
■おはなしのへやへ、ようこそ"
いずれも午後３〜３時３０分。
"みんな集まれ!えほんタイム!１２
月１日（土）
"絵本、紙芝居、パネルシアター
（美原読書友の会・おはなしひろばく
れよん）!１２月８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）!１２月１５日（土）
"おはなし会（おはなしスプーンの
会）!１２月２２日（土）
■乳幼児向けおはなし会（エンジェル
・エッグ）
１２月１３日（木）、午前１０時３０分〜１１
時。
■第１３６回読書会の案内（美原読書友の
会）
同じ本を読んで、ひととき感想を語
り合いませんか。本は冲方丁著の「天
地明察」。図書館カウンターへお問い
合わせください。
１２月１１日（火）、午後１時３０分〜３

時、同館で。無料。
■音訳勉強会公開講座「音訳ってなあ
に？」
音訳は目の不自由な方への情報をお
伝えする方法のひとつです。点訳が文
字を点字に訳しているように、音訳は
文字を音声に訳します。美原図書館で
は、毎月音訳勉強会を開いています。
講座に参加し、音訳ボランティアとし
て活動してみませんか。
"１月１０日（木）!「録音図書を読ん
でみる」
"１月１７日（木）!「図書館は知識の
宝庫」
"２月７日（木）!「音訳とは」
"３月７日（木）!「アナウンス読み」
いずれも午前１０時１５分〜正午、同館
２階会議室で。講師は日本ライトハウ
ス音訳指導員・渡辺典子さん他。全回
受講できる方が対象。受講料５００円（別
途テキスト代実費）。
申 込１
２月５日から直接か電話で同
館へ。先着２０人。
移動図書館・くすのき号巡回日程表
１２月
駐車時間
駐車場所
５（水）１３：３０〜１４：１０ 大池公園
１３：３０〜１４：１０ 木青会館前
７（金）１４：２０〜１５：００ 上池公園（平尾）
かいづか公園（さつき
１５：２０〜１６：１０
野）
９（日）１４：４０〜１５：４０ 東初芝中央公園
１３：１０〜１３：５０ 今井地区公民館
１５
（土）１４：１０〜１５：００ 丹上公園
府営美原南余部住宅集
１５：２０〜１６：１０
会所前
１９
（水）１３：３０〜１４：１０ 大池公園
１３：３０〜１４：１０ 木青会館前
２１
（金）１４：２０〜１５：００ 上池公園（平尾）
かいづか公園（さつき
１５：２０〜１６：１０
野）
２３
（日）１４：４０〜１５：４０ 東初芝中央公園

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
１２／１３
今月は実施
１２／１７
今月は実施
１２／２０
今月は実施
１２／１９
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
１２／６
１２／２８
１２／１８
１２／１２
１２／１３
１２／１９
１２／５
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） １２／１２・２６、
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２７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

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）

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

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。

