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美原区広報 編集・発行：美原区役所企画総務課
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員やピアノ演奏家による、なじみの
ある名曲の数々をピアノ演奏でお楽
しみください。
問 合 美原区役所自治推進課
（!
３６３―９３１２ !３６１―１８１７）へ。

!!!!!!!!!!!!!!!

夏 みはら ・ミ ニ・コ ンサー ト
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八上校区で地域まち
づくり支援事業

催され、会場内は、願い事を書いた短冊な
どを飾り付けた笹の木が立ち並び、来場
者は「七夕の日」を楽しみました。
地域の絆を深めるとともに、親子や地
域のコミュニティーの大切さを実感でき
る一日となりました。
問 合 美原区役所自治推進課
（!３６３―
９３１２ !３６１―１８１７）へ。

まるむしクラブに遊びにきてね!
自然豊かなみはら大地幼稚園では、毎
月２回「園庭開放」をしています。親子一
緒に楽しい時間を過ごしましょう。
いずれも午前１０時３０分〜１１時３０分。未
就園児とその保護者が対象。入会金１００
円、各回２０円（保険料）。直接会場へ（初
めての方は、入会手続きがありますの
で、１０時過ぎにお越しください）。
日程は次のとおり。
)９月６日（金）!「泥んこあそび」 )
９月２０日（金）!「園内探検"木の実を集
めよう」 )１０月２日（水）!「子育てアド

バイザーとの交流」 )１０月１８日（金）!
「運動会ごっこをしよう」 )１１月２２日
（金）!「消防フェスタに参加しよう」 )
１１月２８日（木）!「人形劇を見よう"」
問 合 みはら大地幼稚園
（!３６１―８７７２
!３６１―５５００）へ。
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堺市美原消防団
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消防ポンプ操法大会に向け奮闘中!

堺市美原消防団では、９月８日（日）に
府立消防学校で開催される第５７回大阪府
消防操法訓練大会に向けて、４月から週
３回、夜間に小型ポンプ操法訓練を行っ
ています。
５月からは、放水するため訓練場所を
南阪奈道路高架下に移し、出場選手をは
じめ幹部・分団員が参加し、本番さなが
らの訓練を行っています。
同大会での優勝をめざし、全団員が一
致団結して訓練に励んでいますので、応
援よろしくお願いします。
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太成学院大学で
市民公開授業
「堺学」を開催します
美原区役所では、先人の歴史を学び活
用することで、先人の知恵・技・思いを
次世代へ受け継ぐまちづくり活動を応援
しています。
この取り組みの一つとして、歴史的に
古く、文化遺産も豊かなまちとして発展
してきた堺の地域を知る「堺学」を、太成
学院大学と共催で開講します。講師は、元
堺市博物館副館長の中井正弘さんです。
学生と一緒に堺の歴史と文化、まちづ
くりの姿を学んでみませんか。

９月１９日〜来年１月９日の木曜日、午
前１０時４０分〜午後０時１０分、太成学院大
学（美原区平尾１０６０―１）で。全１５回。費
用５，
０００円（１５回分）。１回ごとの申し込
み・参加も可能。広報さかい１９ページに
関連記事があります。申し込み方法など
!!w
詳しくは、同大学ホームページ（http"
ww.tgu.ac.jp!）でご覧になれます。
問 合 同大学
（蟹江!３６２―３７３１ !３６２
―０５９８）か美原区役所企画総務課（!３６３―
９３１１ !３６２―７５３２）へ。

種から育てるパンジーの種プレゼント

〜八上校区まちづくり
協議会主催〜
７月７日、八上小学校で「第２回八上
校区まちづくりフェスティバル」が開催
されました【写真】。
当日は、晴天に恵まれ、約２，
５００人が来
場されました。会場は、吹奏楽や大道芸
をはじめ、さまざまなステージプログラ
ムや手づくりの模擬店など、工夫を凝ら
したイベントでにぎわいました。また、
今回は「七夕フェスティバル」も同時に開
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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

料
入場無 !
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
美原区役所では、区民の皆さんに
親しまれる区役所づくり事業とし
て、また、市の「家族でおでかけ節
電キャンペーン」の一環として、ピ
アノのミニ・コンサートを開催しま
す。
８月１３・１４日、いずれも午後０時
１０〜４０分、美原文化会館（アルテベ
ル）１階ホワイエで。無料。直接会
場へ。先着各７０人。
みはら音楽フェスティバル実行委
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問 合 美原消防署
（!３６２―０１１９ !３６３
―１４１４）へ。

パンジーを種から育てる取り組みを実
施します。この取り組みは、花と緑を育
てる地域づくりのため、パンジーを種か
ら育て、その育てたパンジーで地域を彩
るものです。
区ホームページ（アドレスは上記参照）
でパンジーの育て方をお知らせしますの
で、家庭で育ててみませんか。また、家
庭で育てているパンジーの様子も紹介し
ます。美原区役所企画総務課へ種を取り

集団回収報償金の
申請は８月中に
美原区域で、２〜７月に実施した古紙
や衣類などの集団回収に対する報償金
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は、８月３０日までに美原区役所自治推進
課へ申請してください。
あらかじめ登録団体に郵送している申
請書類や新規登録などについては、お問
い合わせください。
問 合 美原区役所自治推進課
（!３６３―
９３１２ !３６１―１８１７）へ。






美原区介護ビギナー
（初心者）教室

高齢者を在宅で介護している家族や、
介護に関心のある方を対象に、介護の方
法や介護予防、介護者の健康づくりなど
について、基本的な知識や技術の習得に
役立つ教室を開催します。美原区在住で
全回参加できる方が対象（都合による欠
席は可）。無料。
#９月１３日（金）!「高齢者の食事と栄
養」など。美原区役所３階３０２会議室で。
$１０月１１日（金）!「認知症サポーター
養成講座」。美原区役所５階大会議室
で。
%１１月１７日（日）!「安全な起こし方・
移乗・移動の介護技術」。特別養護老人
ホーム美原荘（美原区平尾５９５―１）で。
&１２月１３日（金）!「高齢者の排泄ケア」

美原朝市
放水の様子

に来ることができる方が対象。無料。
申 込 電話か FAX で８月２〜１
５日に
美原区役所企画総務課（!３６３―９３１１ !
３６２―７５３２）へ。先着５０人。

毎月第２・４土曜日、午前９時４５分〜
正午（売り切れ次第終了）、美原区役所東

など。美原区役所５階大会議室で。
'１月１０日（金）!「高齢者の権利を守
ろう」など。美原区役所５階大会議室
で。
(２月１４日（金）!「高齢者の健康管理
と在宅での介護の視点」など。美原区役
所５階大会議室で。
#%は午前９時３０分〜正午、$は午後
１時３０分〜３時３０分、&'(は午後１時
３０分〜４時。
申 込 直接か電話で８月５〜１
６日に美
原基幹型包括支援
センター（!３６１―
１９５０ !３６１―
１９６０）へ。先着３０
人。
側エントランスで開催しています。
午前７時の時点で各種警報が発表され
た場合、美原朝市は中止します。
問 合 美原朝市運営委 員 会（ !０９０―
２５９０―８８６６）へ。

８月１日（木）
は、午後５時以降の美原区役所展望ロビーの一般利用はできません。
（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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