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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/mihara/index.html

「親と子のよい歯のコンクール」入賞親子決定
昨年度の３歳児歯科健診受診者の中
からよい歯の親子を選ぶコンクール
が、５月１０日に美原保健センターで開
緑豊かな農地が広がる美原区では、毎
月第２・４土曜日に美原朝市を行うなど
農業でつながるまちづくりを進めていま
す。
こうした取り組みの一つが、古代米な
ど美原区の農業資源を活用したまちおこ
しや特産品開発に、市民の皆さんのパワ
ーを借りて取り組む「美原区古代米プロ
ジェクト」です。
同プロジェクト３年目の今年度も、古
代米の田植え【写真】に参加する方を募集
します。６月１６日（日）、午後２時から。
どなたでも参加できます（１１歳以下の子
ども１人につき２０歳以上の付き添い１人
が必要）。無料。小雨決行。

当日は、長靴・タオル・雨具・飲み物
・帽子を持参のうえ汚れてもよい服装
で、午後１時３０分にみはら歴史博物館
（美原区黒山２８１）の駐車場に集合してく
ださい。
申 込 電話か FAX で住所、氏名、年
齢、電話番号を書いて６月３〜１３日に美
原区役所企画総務課（!３６３―９３１１ !３６２
―７５３２）へ。

美原区青少年指導員主催

夏期ふ
夏期ふれあいキャンプ
期ふれあいキャンプ

宮 田 区 長 の ひ と こ と

美原のまちづくりに
参加しませんか
美原区では、ま
ちづくりの一環と
して、さまざまな
取り組みを行って
います。今月は、
タウンミーティン
グと古代米の田植えを行います。６月
２日（日）のタウンミーティングでは、
市長による講演やパネルディスカッシ

"ジュエルデコレ講座
専用の粘土を使い、スワロフスキー
で飾り付けます。１回目はバッグハン
ガー、２回目はネックレス、３回目は
指輪を作ります。６月２３・３０日、７月
７日、午前１０時〜正午、５階研修室５
で。全３回。高校生以上が対象。参加
費９，
６００円（材料費含む）。先着１０人。
"はじめてのパソコン講座
初心者のためのパソコン基礎講座。
６月２５日から毎週火曜日、午後２〜４
時、５階研修室１、視聴覚室で。全６
回。参加費１２，
０００円（パソコンレンタ
ル料含む。テキスト代別途１，
２６０円）。先
着１０人。

高齢者作品展を開催
堺市老人クラブ連合会では、日ごろ、各
区の老人クラブ会員が行っている趣味活
動の発表の場として、中・東・南・美原
区の高齢者作品展を開催します。絵画、
写真、書道、陶芸、手芸作品やその他工
夫を凝らした作品などを展示します。

美原朝市

催され、次の皆さんが入賞しました。
#最優良親子!名古泰世さん、勇吹
ちゃん【写真】
#優良親子!森川佳恵さん、登真ち
ゃん
#優良親子!西本啓子さん、真維ち
ゃん
なお、３組の親子の皆さんは、６月
１５日に大阪府歯科医師会館で開催され
る大阪府の「第６２回全大阪よい歯のコ
ンクール」において表彰されます。
問 合 美 原 保 健 セ ン タ ー（ !３６２―
８６８１ !３６２―８６７６）へ。

ョンをとおして区民の方々と意見交換
を行う予定です。その他にも和太鼓の
演奏や美原区出身の漫才師による漫才
などを予定しています。
また、今年で３年目を迎える古代米
プロジェクトでは、古代米の田植えに
参加していただける方を募集します。
募集内容については、上の記事をご覧
ください。区民の方々との協働による
区域の特色を活かした魅力あるまちづ
くりを進めるため、各行事にぜひご参
加ください。

"アルテベル木彫り教室
自分の彫りたいものを指導してもら
いながら作ります。７月１４日から毎月
第２日曜日、午後１時〜４時３０分、３
階工芸室で。全６回。中学生以上が対
象。参加費３回分９，
０００円を前納（別
途、材料費が必要）。先着１２人。
"アルテベルうたごえ喫茶
懐かしいあの歌をみんなで楽しく歌
いましょう。歌本、茶菓子付き。毎月
開催予定。７月は１９日（金）、午後１時
１５分〜２時４５分、２階音楽室１で。参
加費６００円。先着２０人。
申 込 ６月２日から直接、美原文化
会館（!３６３―６８６８ 受け付け午前９時
〜午後８時 !３６３―００７０）へ。第２・
４月曜日休館（ただし、祝日は開館）。

７月４〜９日、午前１０時〜午後５時
（ただし、７月４日は午後１時から、７
月９日は午後１時まで）、東文化会館（北
野田駅前）文化ホール２階ギャラリー
で。無料。
問 合 堺市老人クラブ連合会
（!２２３―
０２２０ !２３２―６２１７）か高齢施策推進課（!
２２８―８３４７ !２２８―８９１８）へ。

（留）
（ 〒５８７―８７９９ 美原区黒山３１―６）
へ。抽選３５人。
なお、定員を超えた場合、６月１６日
（日）、午後２時から美原文化会館（美原
区黒山１６７―１）５階研修室で公開抽選を
行います。当選した方には詳細をお知ら
せし、保護者の方による正式な申し込み
手続きを行っていただきます。
問 合 子ども育成課
（!２２８―７４５７ !
２２８―８３４１）へ。

豊かな自然環境の中で青少年指導員と
ともに、マリンスポーツや野外レクリエ
ーションを体験する「夏期ふれあいキャ
ンプ」を開催します。
同キャンプは、子どもゆめ基金の助成
による活動です。
７月２０・２１日（１泊２日）、京都府立青
少年海洋センターマリーンピア（京都府
宮津市）で。美原区在住・在学の小学５
年生〜中学生が対象。費用４，
０００円。
申 込 はがき
（１通３人まで。重複し
た申し込みは不可）に参加者全員の住
所、氏名、性別、学校名、学年、保護者
氏名、電話番号、「夏期ふれあいキャン
プ参加希望」を書いて、６月１２日（消印有
効）までに日本郵便事業（株）美原支店

青少年健全育成講演会

ようこそ！おはなしの世界へ！
！
美原区青少年指導員会では、「ようこ
そ"おはなしの世界へ!」をテーマに講
演会を開催します。
講師は、図書館、幼稚園、小・中学校
で活動している「美原おはなしスプーン
の会」です。
６月１５日（土）、午前１０時〜１１時３０分、
みはら歴史博物館（美原区黒山２８１）ホー

ルで。無料。直接会場へ。先着２６０人。
どなたでも参加できますので、ぜひお
越しください。なお、駐車場に限りがあ
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 子ども育成課
（!２２８―７４５７ !
２２８―８３４１）へ。

堺税務署、
富田林税務署からのお知らせ
〜美原区を管轄する税務署の管轄区域を変更しました〜
美原区は、現在、富田林税務署が管轄
していますが、７月２日から「堺税務署」
の管轄に変更されます。
国税に関する申告、申請、相談、納税
証明書の交付請求等は、７月２日以降は
堺税務署にお願いします。
なお、この管轄変更に伴う納税地の異
動届出等の手続きは特に必要ありませ
ん。
不明な点は、各税務署にお問い合わせ
ください。

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。問

合

問 合 #堺税務署!堺区南瓦町２―２
９
堺地方合同庁舎（税務署総合受付は８階）
※駐車場はありません
（代表）※自動音声によ
!０７２―２３８―５５５１
り案内していますので、「２」の番号を選
択してください。
#富田林税務署!富田林市若松町西２
丁目１６９７―１
（代表）※自動音声によ
!０７２１―２４―３２８１
り案内していますので、「２」の番号を選
択してください。

美原朝市運営委員会（!０９０―２５９０―８８６６）へ。

（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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