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美原区広報 編集・発行：美原区役所企画総務課

第３回

２、１階風の広場で。
!お茶席!立礼席で気軽にお茶をお
楽しみください。３月１６日（土）、午後
１〜４時。３月１７日（日）、午前１０時３０
分〜午後４時。席料３００円。１階ホワ
イエで。
問 合 美原文化会館
（美原区黒山１６７
―１!３６３―６８６８ !３６３―００７０）へ。受け
付けは午前９時〜午後８時。第２・４
月曜日は休館（ただし、祝日は開館）。

堺市優良観光みやげ品に

美原区の魅力である農業や歴史資源を活（い）かしたまちづくりのため、古代米
の特産品開発などに市民の皆さんと取り組んでいます。
今回、市民の皆さんと企業が協力して開発した「美原くろひめ」と「いにしえ大
福」が、厳正な審査の結果、堺観光コンベンション協会が推奨する、第２３回堺市
優良観光みやげ品に選ばれました。

美原く ろ ひ め
甘口で口当たり
が良く、淡いピン
ク色をした華やか
な日本酒です。祝
い事におすすめで
す【写真】。
醸造元 西條合
資会社（河内長野
市長野町１２―１８、
!０７２１―５５―１１０１）

いにし え 大 福
もちもちとした
食感と上品な味わ
いが魅力の大福で
す【写真】。
製造元 "菓匠
式部庵（東区日
置荘西町１丁２１―１６、!２８５―１６５９）
問 合 美原区役所企画総務課
（!３６３―
９３１１ !３６２―７５３２）へ。堺市優良観光みや
げ品に関することは、堺観光コンベンシ
ョン協会（!２３３―５２５８ !２３３―８４４８）へ。

障害福祉サービス事業所の

利用相談＆授産製品の展示販売
障害のある方を対象に
創作活動や生産活動の機
会を提供する 事 業 所 な
ど、障害福祉サービスの
利用相談会を 実 施 し ま
す。
また、各事業所で作ら
れた授産製品（織物・陶
芸・クッキー【写真】・パンなど）の展示
販売も行いますので、皆さん気軽にお立

美原区自治連便り
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平成25年2月1日推計
（ ）
は前月比

自治会に加入しましょう

自治会とは、地域に住む人々が住みや 「きれいなまちづくり」
「助け合いのまち
すく明るいまちをめざして日ごろから親
づくり」
「ふれいあいのあるまちづくり」
睦と交流を通じて連帯感を深め、地域に共 「情報を共有するまちづくり」などに取り
通するさまざまな課題を解決するため、 組んでいます。このような自治会活動の
自主的に活動している住民自治組織です。 趣旨をご理解いただき、自治会未加入の
自治会では、「災害に強いまちづくり」 方は加入をお願いします。
問 合 美原区役所自治推進課
（!３６３―
「安心して暮らせるまちづくり」
「 こども
を見守るまちづくり・青少年健全育成」 ９３１２ !３６１―１８１７）へ。

~震災とい ・人とのつながり~ を考える
~震災といのち

市では、今年度から「地域まちづくり
支援事業」を行っています。美原北校区
では、同校区自治連合会を中心に、地域
で活動するさまざまな団体により、「美
原北校区まちづくり協議会」が創設さ
れ、安全安心のまちづくりの推進に同事
業を活用しました。
同協議会では、２月１６日にみはら歴史

の方に手渡しで配布しています。３点グ
ッズを受け取っていない方で、美原区在
住の６５歳以上の方に無料で配布します。
配布期間は３月４〜２９日。配布場所は
社会福祉協議会美原区事務所（美原区役
所本館１階）。先着５００人（１人１セッ
ト）。
問 合 社会福祉協議会美原区事務所
（!３６９―２０４０ !３６９―２０６０）へ。

博物館ホールで、兵庫県北淡震災記念公
園副館長の米山正幸さんによる「野島断
層からのメッセージ〜震災といのち・人
とのつながり〜」をテーマとした講演会
を開催されました【写真】。講演会に参加
された約２５０人の皆さんは、阪神・淡路
大震災の体験を交えた講演を聞いて、地
域の連携の大切さ・地震に備えることの
大切さを再認識されていました。
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

地域防災に関する講演会に参加しました
２月１６日、美原北校区まちづくり協議会主催の講演会（上記事参照）に参加しま
した。米山正幸さんの講演の後、美原北小学校５年生から防災学習の成果が発表
され、この発表を通じ、児童たちの防災に対する意識の高さを感じました。
また、同校５年生が自ら作成した防災秘伝書をいただきました【写真】。この防
災秘伝書には、児童たちが考えた防災に関する標
語や具体的な災害対策方法が記載されていまし
た。
講演と発表を通じ、減災のための備えと地域の
連携の大切さを改めて実感しました。美原北小学
校５年生の皆さん、今回学んだことを災害時にぜ
ひ活用してください。

バランスクッキング教室参加者募集

みはらヘルスメイト（堺市健康づくり
ち寄りください。
食生活改善推進協議会美原支部）の主催
３月２７日（水）、午前１０
でバランスクッキング教室を開催しま
時〜午後２時、美原区役
所本館１階「風の広場」 す。「野菜たっぷり元気やさかい弁当」
【写真】と「アイシングクッキー」を作りま
で。直接会場へ。
問 合 美原区障害者基
す。中学・高校生の方もぜひ参加してく
ださい。
幹相談支援センター（!
３月２５日（月）、午前１０時〜午後１時、
３６１―１８８３ !３６１―４４４４）
美原保健センター２階栄養指導室で。中
か美原区役所地域福祉課（!３６３―９３１６
!３６２―０７６７）へ。

「高齢者の生活を守る安心グッズ（３点グッズ）」を配布します
高齢化率は年々増加し、本市において
も２３％を超え、高齢者の交通事故や高齢
者虐待が年々増加しています。
携帯用緊急連絡カード、夜光反射キー
ホルダー、高齢者虐待防止マグネットシ
ートの３点グッズは、高齢者の屋内外で
の安全を図るため、区民まちづくり基金
を活用し作製しました。昨年１１月以降、
民生委員等の協力を得て美原区の高齢者
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美原北校区で
地域まちづくり支援事業を実施

古代米の特産品が
第23回
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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

アルテベルみはらフェスティバル

美原文化会館生涯学習施設で活動し
ている文化団体による「アルテベルみ
はらフェスティバル」を次のとおり開
催します。いずれも入場無料。直接会
場へ。
!発表部門!楽器演奏や歌、和洋舞
踊など２１団体。３月１６日（土）、午後２
〜４時４０分。３月１７日（日）、午前１０時
３０分〜午後４時２０分。１階ホールで。
!展示部門!絵画、書道、陶芸、写
真、手作り作品など、２０団体。３月１６
日（ 土 ）、 午 後 １ 〜 ５ 時 。 ３ 月１７日
（日）、午前９時〜午後５時。５階研修
室、視聴覚室、４階講座室１、講座室
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美原朝市
新鮮野菜が盛りだくさん
毎月第２・４土曜日、午前１０時〜正
午（売り切れ次第終了）、美原区役所東
側エントランスで開催しています。

３月２
３日 農芸高校が出品
美原区内にある農芸高校の生徒たち

学生以上が対象。参加費５００円。エプロ
ン、三角巾（バンダナなど）、筆記用具を持
参ください。
申 込 電話
か FAX で３
月４〜１５日に
美原保健セン
ター（!３６２―
８６８１ !３６２―８６７６）へ。先着２４人。
が栽培している野菜などを販売しま
す。ぜひ、お越しください。

３月１
６日 風遊で特別朝市開催
３月１６日（土）、午前１０時〜正午（売
り切れ次第終了）、みはら歴史博物館
内のレストラン museum cafe 風遊
（ふらり）のベランダで朝市を開催しま
す。雨天決行。
問 合 美原朝市運営委員会
（!０９０―
２５９０―８８６６）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広報さかい８ページをご覧ください。
1-C3-12-0086

