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１１月３日
（祝日）

み は ら

午
前
１
０
時
〜午後３時３０分

〜大人も子どもも見直そう"生活習慣〜

美原区役所・美原文化会館

１１月３日（祝日）、午前１０時〜午後
康づくりを始めるために、ぜひお越
・美原区役所別館北側広場

３時、美原区役所本館５階で「健康
しください。

問 合 美原保健センター
（!３６２―
のつどい」を開催します。
区民の皆さんの相互交流と親ぼくを深
シの抽選引換券と抽選券を引き換えてく

８
６
８
１
!３６２―８６７６）へ。
健康のつどいでは、最近増えてい
めることを目的として、「第９回（２０１３
ださい。なお、抽選券と引き換えた後、

る糖尿病や肺疾患の予防啓発、お口
年）みはら区民まつり」を開催します。小
抽選会に参加できない場合（ただし、特

の年齢判定やフッ素塗布、お薬の相

雨決行。入場無料。直接会場へ。詳しく
賞は抽選会時に会場内におられる方のみ
談、酒害相談、介護相談、野菜たっ

は、先月号と同時配布しているチラシを
対象）は、１１月２９日までに当選された抽

ぷりバランスの良い食生活改善、乳
ご覧ください。
選券を美原区役所自治推進課へ持参して

がん・エイズ予防、体の歪み測定や
駐車場には限りがありますので、来場
ください。賞品と引き換えます。抽選結

健康自己チェック、健康づくりをし
はバスや徒歩、自転車などをご利用くだ
果は美原区役所本館１階
「風の広場」
に掲

ている自主グループの方々の活動紹
さい。
示します。

介など盛りだくさんのコーナーを用
問 合 みはら区民まつり実行委員会事

◆お楽しみ抽選会◆
意し、生活習慣の見直しや健康維持

美原文化会館ホールで実施します。当
務局（美原区役所自治推進課内 !３６３―
を考えます。家族みんなで楽しく健

９３１２ !３６１―１８１７）へ。
日の午後２時までに「抽選受付」で、チラ


「健康のつどい」同時開催

区民まつり

第１３回美原図書館まつり
「おえかきコーナー」
「手作りコーナー」
「おはなし会」など、秋の一日を図書館で
お過ごしください。また、上下水道局の

キャラクター・すいちゃんもやって来ま
す。ぜひお越しください。
１１月２３日（祝日）、午前１０時〜午後４
時。無料。直接同館へ。
問 合 美原図書館
（!３６９―１１６６ !３６９
―１１６８）へ。

農 芸 高 校「 農 芸 祭 」
１１月１０日（日）、午前９時３０分〜午後３
時（午前９時３０分の開門は正門のみ）、農
芸高校（美原区北余部５９５―１）で、同校の
特色や日ごろの学習の成果などを地域の
皆さんに見ていただくことを目的に、農
芸祭を開催します。入場無料。直接会場
へ。
学習内容の実演・展示、農場生産物の

美原高校

販売、各種体験など、さまざまな企画を用
意し、皆さんの来校をお待ちしています。
なお、車、中・大型バイクでの来校や
ペットの持ち込み（キャリーケース含
む）、校内での喫煙はご遠慮ください。
また、販売物は数に限りがあります。
問 合 同校
（!３６１―０５８１ !３６１―０６８４）
へ。

国際交流大バザール

第 5 回
美原朝市と地区のお祭りが共催
上黒山自治会の地域活性化を目的に、
美原朝市出品者や地区の有志の協力によ
り「にぎやか市」が今年も開催されます。
美原朝市をはじめ、すずめ踊り、金魚
すくいの他、多数のイベントが行われま
す。また、美原高校や農芸高校による吹
奏楽やダンスなどで会場を大いに盛り上
げます。
１１月１７日（日）、午前９時〜正午、美原
保健センター向かい、上黒山総合会館






自立をめざした介護を学ぶ

赤十字健康生活支援講習 支援員養成講習

高齢の方の自立をめざした介護や地域
での支援、高齢期を健康に過ごすために
ンス、沖縄のエイサーを、駐輪場では、
役立つ知識や技術を学びます。美原区在
各国の模擬店や子供コーナー、アフリカ
住の１５歳以上の方が対象。
やベトナムの雑貨販売、PTA による掘
来年１月２２日〜２月１９日の水曜日、午
り出し市などを行います。またジャグリ
後１時３０分〜４時（初日と最終日は午後
ング・ショー、モンゴルやベトナムの民
４時３０分まで）、美原区役所で。全５
族衣装の体験もあります。
回。無料。
問 合 同校
申 込 往復はがきに住所、氏名
（!３６２―３１００ !３６２―３２１０）
（ふり
へ。
がな）、昼間に連絡のとれる電話番号、
「健康生活支援講習受講希望」を書いて、

!Chao anh chi（こんにちは） ベトナム!"
美原高校（美原区平尾２３４―１）では、身
近な国際交流をめざし、堺みはら国際交
流協会の協力で国際交流大バザールを開
催します。
１１月２３日（祝日）、午前１０時〜午後２
時、同校内駐輪場や食堂とその周辺エリ
アで。入場無料。直接会場へ。雨天決行。
舞台では、ベトナム民族音楽の歌やダ

「安心連絡カード」を配布しています
美原区では、各自治会の皆さんの協力
のもと、「安心連絡カード」
【写真】の戸別
配布を行っています。このカードは、外
出時の急病や事故などの「もしもの時」に
備えて、緊急連絡先やかかりつけ医など
の情報を記載し、常時携帯するもので
す。ぜひご活用ください。
また、ご希望の方には、社会福祉協議
会美原区事務所（美原区役所本館１階）で
の配布も行っています（なくなり次第終
了）。

問 合 社会福祉協議会美原区事務所
（!３６９―２０４０ !３６９―２０６０）へ。

（美原区黒山７８２―１）で。入場無料。直接
会場へ。
美原区では、
「美原 未来・まちデザイ
ンひろば」を月１回開催するなど、
「 地域
でつながり次世代へつなげる美原のまち
づくり」に向けた活動を応援しています。
興味のある方はお問い合わせください。
問 合 美原区役所企画総務課
（!３６３―
９３１１ !３６２―７５３２）へ。

振り込め・還付金詐
欺にご注意ください

市職員などを名乗り、国民健康保険・
後期高齢者医療制度の医療費や保険料の
還付金の支払い・保険料の徴収と偽って
金銭をだまし取るなどの被害が頻発して

１２月４日（消印有効）までに日赤堺市美原
区地区事務局（〒５８７―８５８５ 美原区黒山
１６７―１ 美原区役所自治推進課内 !
３６３―９３１２ !３６１―１８１７）へ。定員３５人。
応募多数の場合は抽選。

います。
市では、医療費や保険料などを、銀行
・スーパーマーケット・コンビニエンス
ストアなどの ATM（現金自動受払機）を
使って払い戻したり、暗証番号をお聞き
したりすることはありません。
また、訪問徴収を行う場合は、徴収事
務職員証を携帯した職員が伺います。不
審な電話や訪問があったときは、その場
で対応せずに区役所保険年金課へご確認
ください。
問 合 美原区役所保険年金課
（!３６３―
９３１４ !３６３―００２０）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 市民税担当：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
２８―７４２９ ■粗大ごみ受付センター…#０１２０―００―８４００／携帯電話からは!０６―６４８５―５０４８ ■固定資産税事務所…!２４７―８８７１
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