!

'&#%$

99!

"

"#

*(26)!2014)"

美原区広報 編集・発行：美原区役所企画総務課

美原区
古代米プロジェクト
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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４年目を迎える今年度も、古代米
の田植え【左写真】に参加する方を募集
します。
６月２１日（土）、午前９時３０分から。
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

〜生涯を通じて元気に生き生きと過ごす〜
今回は、生涯を通じて元気に生き生きと過ごすためのまちづくりについてご紹
介します。
問 合 美原区役所企画総務課
（!３６３―９３１１ !３６２―７５３２）へ。

子どもから高齢者までさまざま
な人たちが、自分の適性や健康
状態に応じて気軽にスポーツを楽しむ
ことができる美原総合スポーツセンタ
ーが平成２１年に新設され、年間約２０万
人が利用しています。
美
原
総
合
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ー
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プールやテニスコートもあるん
だよね。
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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

わが心のふるさと美原⑤

元気に生き生き過ごすには、健
康が大切だよね。
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平成26年5月1日推計
（ ）
は前月比

６月 21 日（土） 田植え体験 参加者募集

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。
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平成２１年に改修された美原体育
館にもトレーニング室があり、
運動機器を利用しながら体力作りをす
ることができます。また、健康づくり
や地域の方のつながりを深めるため
に、南余部西の
街区公園を整備
しました。今年
度は平尾南の街
区公園整備を進
めていきます。
美原体育館
子どもたちの遊び場や高齢者の
憩いの場になるんだね。
これらの施設だけでなく、運動
場や野球場を健康づくりに活用
し、元気に生き生き活躍いただきたい
と思います。

美原区青少年指導員主催

夏期ふれあいキャンプ
豊かな自然環境の中で青少年指導員
所、氏名、電
と、マリンスポーツや野外レクリエーシ
話番号、性
ョンを体験する「夏期ふれあいキャンプ」 別、学校名、学年、保護者氏名、「夏期
を開催します。
ふれあいキャンプ参加希望」を書いて、
同キャンプは、子どもゆめ基金の助成
６月１６日（消印有効）までに日本郵便事業
による活動です。
（株）美原支店（留）
（〒５８７―８７９９ 美原区
黒山３１―６）へ。抽選３５人。
７月２６・２７日（１泊２日）、国立若狭湾
当選した方には詳細をお知らせし、保
青少年自然の家（福井県小浜市）で。美原
護者の方による正式な申し込み手続きを
区在住・在学の小学５年生〜中学生が対
行っていただきます。
象。費用４，
０００円。
申 込 はがき
問 合 子ども育成課
（１通３人まで。重複し
（!２２８―７４５７ !
た申し込みは不可）で参加者全員の住
２２８―８３４１）へ。

物・帽子を持参のうえ、汚れてもよい
服装で、午前９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。
また、今年は、美原区の魅力発信事
業に吉本興業所属の芸人３組、span!
・見取り図・えんぴつ消しゴムが参加
し、一緒に田植えをします。ぜひご参
加ください。
申 込 電話か FAX で住所、氏名、
電話番号、年齢を書いて、６月２〜１３
日に美原区役所企画総務課（!３６３―
９３１１ !３６２―７５３２）へ。先着５０人。

決定

吉本興業
に
芸人と一緒
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見取り図

えんぴつ消しゴム

※出演者は変更になる場合があります。
予めご了承ください。

「親と子のよい歯のコンクール」
入賞親子
「高齢者いい歯自慢コンテスト」
入賞者

「歯と口の健康週間」事業の一環とし
て、５月１５日に美原保健センターで、昨
年度の３歳児健康診査受診者の中からよ
い歯の親子を選ぶ「親と子のよい歯のコ
ンクール」と、８０歳以上で自分の歯を２０
本以上持っている方を対象に「高齢者い
い歯自慢コンテスト」
が行われ、次の皆さん
が各賞を受賞しまし
た。
!親と子のよい歯の
コンクール
"最優良親子!岡田
美英子さん、尚憲さん
【写真左から順】
"優良親子!小林智
子さん、丈流さん

"優良親子!秋山素子さん、隼人さん
なお、３組の親子の皆さんは６月２１日
（土）に大阪府歯科医師会館で開催される
「第６３回全大阪親と子のよい歯の子コン
クール」で表彰されます。
!高齢者いい歯自慢コンテスト
"最優秀賞!綱分萩
代さん【写真右】
"大阪狭山市 堺市
美原区歯科医師会長賞
!田口慶子さん
"奨励賞!井川久美
子さん、安本治さん、
小林悦子さん
問 合 美原保健セン
ター（!３６２―８６８１ !
３６２―８６７６）へ。

八上校区で地域まちづくり支援事業
〜八上校区まちづくり協議会主催〜
５月５日、八上校区まちづくり協議会
が、八上小学校で「第３回八上校区まち
づくりフェスティバル」
【写真】を開催し
ました。
当日は、地域で活動している団体によ
る演奏・ダンスなどのステージプログラ
ムや、食べ物・ゲームなどの模擬店でに
ぎわい、約２，
７００人が来場しました。
また、今回は「こいのぼりコンテスト」
も同時に開催し、色とりどりのこいのぼ
りが会場内を泳いでいました。
校区住民の交流の場となるとともに、

地域活動の活性化につながるイベントと
なりました。
問 合 美原区役所自治推進課
（!３６３―
９３１２ !３６１―１８１７）へ。

青少年健全育成講演会
美原区６校区合同青少年指導員会で
は、「子供をトラブルから守るために」を
テーマに講演会を開催します。
講師は NTT ドコモ「ケータイ安全教
室」の専任講師です。
７月５日（土）、午前１０〜１１時３０分、美
原文化会館５階研修室で。無料。直接会

場へ。先着１２０人。
なるべく徒歩、自転車、
バスで来場してください。
なお、車の方は区役所別館
駐車場をご利用ください。
問 合 子ども育成課
（!２２８―７４５７ !
２２８―８３４１）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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