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美原区広報 編集・発行：美原区役所企画総務課

〜１月１４日（祝日）
午前１０時から

昨年の成人式

い。案内状が届いていなかったり、紛
失したりした場合でも、当日、会場の
受付で申し出れば入場できます。
また、他の区の会場に出席すること
もできます。
駐車場には限りがありますので、来
場には徒歩や自転車、バスなどをご利
用ください。
問 合 美原区役所自治推進課
（!３６３
―９３１２ !３６１―１８１７）へ。

地域のつながり・絆を深めるために

八上校区と美原西校区で
地域まちづくり支援事業を開催しました
市では、今年度から「地域まちづくり
支援事業」を実施しています。
この事業は、「地域の皆さんが自分た
ちの地域の課題を主体的・自己完結的に
解決するための取組・事業」に対して市
が支援するものです。
この事業を活用して、八上校区では１１
月２３日に同小学校で「八上校区まちづく
りフェスティバル」
【上写真】、また、美
原西校区では１１月２５日に同小学校で「美
原西のつどい〜ふれあい・絆のディスカ
ッションとハートフル・コンサート〜」
【下写真】が開催されました。
両校区では、校区自治連合会を中心と
して、まちづくり協議会が組織され、そ
れぞれの校区の課題解決に向けて、校区
住民が一体となるイベントづくりに取り

組みました。
問 合 美原区役所自治推進課
（!３６３―
９３１２ !３６１―１８１７）へ。

市・府民税の申告は区役所本館で
市・府民税申告受付会場は、美原区役
所本館３階３０２会議室です。
開設期間 ２月１８日〜３月１５日（土・日
曜日を除く）、午前９時〜午後５時１５
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自治会活動にご協力を
美原区自治連合
お願いします
協議会会長

皆様には輝かしい新年を迎えられ、
ますますご盛栄のこととお慶び申し上
げます。
昨年は、本協議会並びに各校区の自
治会活動にご理解とご協力を賜り、誠
にありがとうございました。
美原区自治連合協議会では、地域で
のふれあいや交流活動のほか、自分た
ちの地域を住みよいまちにするため、
お互いが協力し合いながら地域の清掃
や防犯・防災活動、また、区内のバス
利用促進に向けた取り組みなどさまざ
まな活動を行っています。本協議会と
しましては、地域の活動を通じて、隣
近所のつながりや地域の連携を深め、
安全・安心で助け合える社会の実現に
向けた取り組みを行ってまいりたいと

山本 重信

考えております。
自治会活動の趣旨をご理解いただ
き、多くの方が自治会へ加入し、そし
て、できる活動から参加していただき
たいと考えています。
本年も引き続き自治会活動にご協力
いただきますようお願い申し上げます
とともに、皆様にとって幸多き年とな
りますよう、ご祈念申し上げ、年頭の
挨拶とさせていただきます。
※自治会への加入や設立などについて
は、美原区役所自治推進課へご相談く
ださい。
問 合 美原区役所自治推進課
（!３６３
―９３１２ !３６１―１８１７）へ。

平尾校区と美原西校区で
自主防災訓練を実施しました
１１月２４日、平尾校区自主防災訓練【上
写真】が平尾小学校で行われ、約４５０人が
参加しました。また、２５日には、美原西
校区自主防災訓練【下写真】が美原西小学
校で行われ、約３５０人が参加しました。
訓練は、それぞれの校区の自主防災会
と自治連合会の主催で、災害時に的確に
対応できる体制の確立と防災意識の高
揚、地域の防災力の向上を図ることを目
的に実施されました。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
を想定した給食訓練、防災備蓄倉庫の資
機材取扱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
に取り組んでいました。

問 合 美 原 区 役 所 自 治 推 進 課（ !
３６３―９３１２ !３６１―１８１７）へ。

宮 田 区 長 の ひ と こ と

♪みはら音楽フェスティバル 〜トワイライト
みはら音楽フェスティバルは、美原区
の区民まちづくり基金事業の一つとし
て、地域住民が自ら企画・運営する区民
のイベントです。
今回は関西を中心に活動している「新
井雅代（ボーカル）＆田中ヒロシ（ドラム）
トリオ」を迎え、素晴らしいジャズの世界
をお届けします。
２月３日（日）、午後４〜６時（午後３
時３０分開場）、美原文化会館（アルテベ
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●携帯版ホームページ
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/i/kuyakusho/mihara/index.html

美原区成人式 美原文化会館ホールで〜
新成人の門出を祝い、１月１４日（祝
日）、午前１０時から美原文化会館（アル
テベル）ホールで、成人式を開催しま
す。
平成４年（１９９２年）４月２日〜５年
（１９９３年）４月１日生まれの方が対象。
この成人式は、地域をあげて新成人
を祝福するため、美原区の青少年指導
員と若者で構成される美原区成人式実
行委員会が、企画運営しています。
第１部の式典では新成人による市民
憲章の朗読とメッセージ発表などがあ
ります。
また、第２部では新成人をお祝いす
るアトラクションとして、美原区在住
のメンバーが中心となって構成してい
るバンド「ロマンチップス」による音楽
ライブなどを行います。
当日は、案内状を持参してくださ
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ジャズ〜

ル）ホールで。無料。直接
入場
会場へ。
無料
なお、満席（５４０席）とな
りしだい、入場を制限させていただきま
す。駐車場には限りがありますので、来
場には徒歩や自転車、バスなどをご利用
ください。
問 合 みはら音楽フェスティバル実行
委員会事務局（美原区役所自治推進課内
!３６３―９３１２ !３６１―１８１７）へ。

分。なお、期間中は、立体駐車場の混雑
が予想されますので、来場には公共交通
機関をご利用ください。
問 合 美原市税事務所
（!３６３―９３１７
!３６１―１８８９）へ。

新年あけましておめでとうございます
区民の皆様におかれましては、輝かしい新春を健やかに
お迎えのことと心よりお慶び申し上げます。
昨年４月に美原区長に就任してからの９カ月、各地域の
皆様からさまざまなお話を伺ってまいりました。
今年も地域のつながりを大切に、区民の皆様と共に、力
いっぱい美原区の課題に挑戦し、区政の発展に全力を尽く
していきたいと思います。
どうぞ今年もよろしくお願いいたします。
富田林税務署からのお知らせ

確定申告相談は「すばるホール」で

確定申告相談会場は、すばるホール
（富田林市桜ヶ丘２―８）です。
開催期間中は、富田林税務署庁舎内に
は確定申告相談会場を設けておりませ
ん。
開設期間 ２月４日〜３月１５日（土・日
曜日・祝日を除く。ただし２月２４日・３

月３日は開設）、午前９時〜午後５時。
なお、すばるホール会場では納税手続
及び納税証明書の発行は行っておりませ
ん。
問 合 富田林税務署個人課税部門
（!
０７２１―２４―３２８１）へ。

（道路の維持、
補修 モバイル美原区 Ｗｅｂ
■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 ■北部地域整備事務所
工事など）1258-6782 FAX258-6843
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 ■上下水道局お客様センター（水道・下水道に
関すること）1251-1132 FAX252-4132
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
■原池公園事務所
1361-1950 FAX 361-1960 ■社会福祉協議会美原区事務所 1369-2040 FAX 369-2060
1276-6818 FAX279-9711

■粗大ごみ受付センター…70120-00-8400／携帯電話からは106-6485-5048

■休日・土曜日・夜間などの急病診療は本紙10ページをご覧ください。
1-C3-12-0086

