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平成25年3月1日推計
（ ）
は前月比

市立小・中学生の
就学援助申請受付

子育て支援課を開設

■美原地域子育て支援センター
の業務（子育て相談、子育て
サークル支援、子育て講座な
ど）
■児童相談
■女性相談
■母子・寡婦福祉に関する相談

美原地域子育て支援センター
階段

階段

トイレ

エレベーター
相談室

宮 田 区 長 の ひ と こ と

地域の活動にご参加ください
の楽しさと重要性を実感しました。こ
のような地域のつながりが「ずっと美
原区に住んでいたい」と思えるきっか
けになると思います。

※参加方法などについては、社会福
祉協議会美原区事務所（!３６９―２０４０）に
お問い合わせください。

堺産農産品「堺のめぐみ」をＰＲ

,
「 13食博覧会・大阪」に出品
〜美原区の特産品も販売〜
堺産農産物「堺のめぐみ」を使用した
料理やハーベストの丘で製造されたソ
ーセージ【上写真】、地ビールの販売な
どを通じ、「堺の食」を PR します（広
報さかい１６ページに関連記事有）。
今回、古代米の特産品も販売されま
す。販売される特産品は、美原で収穫
された古代米や、古代米を使った日本
酒の「美原くろひめ」
【右下写真】、古代
米が生地に練り込まれた「いにしえ大
福」
【左下写真】です。
販売ブースでは、美原 未来・まち
デザインひろばのメンバーが特産品の
PR を通じ、美原区を来場者の方々に
PR します。ぜひお越しください。
４月２６日〜５月６日、午前１０時〜午
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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

４月から、子育て支援課を開設しま
て相談などこれまでどおりご利用くだ
美原地域子育て
す。地域福祉課の子ども家庭係、美原
さい。
支援センターが移転
問 合 美原地域子育て支援センター
地域子育て支援センター、美原保健セ
４月から同センターは、美原区役所 （!３６３―４１５１ !３６２―０７６７）へ。
ンター業務の一部を統合し、子育ての
本館２階子育て支援課内に移転しま
相談に総合的に応じます。
問 合 子育て支援課
（!３４１―６４１１
す。FAX 番号が変更になります。親
!３６２―０７６７）か美原地域子育て支援セ
子で参加できるイベントや講座、子育
ンター（!３６３―４１５１ !３６２―０７６７）へ。
ホール
美原文化会館
子育て支援課の主な業務
音楽室１ 音楽室２
申請に関すること
相談に関すること
子育て支援課

これまで地域の皆さんのお話をお聞
きすることを目的に、さまざまな地域
の活動に参加してきました。今回、校
区福祉委員会の方々が主体となって実
施する「地域のつながりハート事業」の
一事業である「いきいきサロン」をご紹
介します。この事業は、地域の誰もが
つながりながら安心して暮らせること
を目的に実施されています。
いきいきサロンは、６０歳以上の方を
対象に、さまざまな交流活動が行われ
ており、私も、踊りや音楽といったレク
リエーションや懇親会などを通じて、
参加者の方々と交流しました【写真】。
参加を通じて、地域でつながること
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４月から美原区役所の窓口が変わります

□保育所入所申請・相談
□児童手当申請
□児童扶養手当申請
□未熟児養育医療申請
□自立支援医療（育成医
療）申請
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後６時（最終日は午後５時まで）、イン
テックス大阪（大阪市住之江区南港北）
６号館Ａ日本の味覚館で。
問 合 美原区役所企画総務課
（!３６３
―９３１１ !３６２―７５３２）へ。

生活
援護課

地域
福祉課

２階

市立小・中学校生のいる家庭で経済的
な理由で就学に困っている方に、学用品
の費用の一部や給食費などを援助しま
す。
平成２５年度の用紙の配付と申請受付は
４月１５〜３０日（土・日曜日及び祝日を除
く）の間に、在籍する学校か区役所（美原
区役所本館３階３０１会議室）で行います。
以後も受け付けますが、支給対象は、申
請した月の分からになります。
詳しくは、４月上旬に学校で配布され
る「就学援助制度のお知らせ」や広報さか
い７ページ、市ホームページ（アドレス
は広報さかい１ページ参照）をご覧くだ
さい。また、高校生への奨学金について
も広報さかい７ページに掲載しています
のでご覧ください。
問 合 学務課
（!２２８―７４８５ !２２８―
７２５６）へ。

子育てスマイルスタンプラリー
子育てをしている保護者の方などに子
育てをサポートする地域の機関や情報を
知ってもらうため、スタンプラリーを実
施します。
表のイベントに参加して押印されるス
タンプを４個集めると、プレゼントがも
らえます。１歳未満の子どもがいる家庭
が対象。スタンプカードは、４月から実施
する「こんにちは赤ちゃん訪問」で職員が
訪問時に配布する他、美原保健センター
でも配布します。また、市の子育てイベン
トなどの情報をメールで受け取ることが
できる「さかい☆HUG はぐメール」と保

育所に通っていなくても登録した保育園
がかかりつけの保育園となって子育てを
支援する「さかいマイ保育園」に登録して
いる方には、スタンプを１つ押印します。
問 合 美原保健センター
（!３６２―８６８１
!３６２―８６７６）へ。
プ
レ
ゼ
ン
ト
の
一
例
場

スタンプ項目

所

"ハッピーエンジェル 〜プレ赤ちゃん広場〜
イ
ベ #赤ちゃんおいで 〜サポートルーム〜
ン
ト $離乳食講習会
%エンジェル・エッグ 〜読み聞かせ〜

美原保健センター
美原区役所別館１階子育て
サポートルーム

そ &さかい☆ＨＵＧメール
の
他 'さかいマイ保育園

美原保健センターで登録
の確認をします

美原保健センター
美原図書館

〜絆とふれあいの集い〜

平尾校区で地域まちづくり支援事業を開催
平尾校区では、「堺市地域まちづくり
支援事業制度」を活用して校区内の課題
解決に取り組むため、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「平尾校区まちづくり協議会」が
設立されました。
３月２日、平尾小学校で、同協議会の
主催により、絆とふれあいをテーマとし
た「平尾校区フェスティバル」が開催され
ました。
当日は、らんま先生による「環境とエ
ネルギーのパフォーマンスショー」
【写
真】や「自主防災と地域コミュニティにつ
いてのパネルディスカッション」など、
工夫をこらしたプログラムが行われまし
た。また、「平尾っ子まつり」や「子ども

と高齢者の自転車安全教室」も同時に開
催されました。
参加された約１，
５００人の皆さんは、盛
りだくさんのイベントを楽しみながら、
親睦と交流を深めるとともに、親子や地
域のコミュニティの大切さを実感されて
いました。
問 合 美原区役所自治推進課
（!３６３―
９３１２ !３６１―１８１７）

（道路の維持、補修工事
■市民課（住民票・戸籍など証明・届出関係）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
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 ■子育て支援課 1341-6411 FAX 362-0767（地域子
（水道・下水道に関
育て支援センター専用 1363-4151） ■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） ■上下水道局お客様センター
すること）1251-1132 FAX252-4132
■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
■原池公園事務所
FAX 361-1960 ■社会福祉協議会美原区事務所 1369-2040 FAX 369-2060 ■障害者基幹相談支援センター 1361-1883 FAX 361-4444
1276-6818 FAX279-9711

■環境業務課指導係（生活ごみなどの収集）!２
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