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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

７月２
７日（日）午前１０時〜午後０時３０分
市民の皆さんと市長や区長が直接対話する、美
原区ハート＆トークセッションを開催します。こ
れまでの美原区を振り返りながら、これからの美
原区の「まちづくり」について、幅広く意見交換を
行います。手話通訳・要約筆記あり。
■ご意見を募集します
ハート＆トークセッションで意見交換するに当
たり、事前にまちづくりに関するご意見を募集し
ます。
申 込 郵送か FAX、電子メールで住 所 、 氏
名、連絡先（電話番号など）、まちづくりに関する

美原区古代米プロジェクト

美原区役所本館１階
風の広場で。直接会場へ。

ご意見を７月１１日までに、美原区役所企画総務課
（〒５８７―８５８５ 美原区黒山１６７―１ !３６３―９３１１
!３６２―７５３２
mikisou@city.sakai.lg.jp）へ。
電 子
メール

第２部 美原まちづくりお笑いスポット
午前１１時４０分〜午後０時３０分
$「美原 未来・まちデザインひろば」の活動報
告 $「美原もん大使」就任式 $「美原もん大使」
による漫才
区の魅力発信のため、美原区や市にゆかりのあ
る吉本興業の芸人と、大阪府住みます芸人を「美
原もん大使」として認定しました。「美原 未来・
まちデザインひろば」のメンバーと一緒に区の魅
力発信事業を盛り上げます。

みんなで考えよう

子 ど も オ リ ジ ナ ル弁 当
当作
作り
り参加者募集
緑豊かな農地が広がる美原区では、区
の魅力や特性を活（い）かしたまちづくり
のため、美原区の農業資源や古代米を活
用したまちおこし、特産品開発に、市民
の皆さんの力を借りて取り組んでいま
す。
今回は、古代米を使ったオリジナル弁
当を、
２〜６人のグループで考え、
作ります。
７月３１日、８月７日、午後１時３０分〜

13.24!
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美原区ハート＆トークセッション

第１部 美原区ハート＆トークセッション
午前１０〜１１時３０分
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３時３０分、美原区役所で、８月２１日、午前
９時３０分〜午後１時、美原文化会館で。
小学５年生〜中学生で全回参加できる方
が対象。無料。
申 込 直接か電話、FAX で参加者全
員の住所、氏名（ふりがな）、電話番号、
学校名、学年を書いて、７月２〜１８日に
美原区役所企画総務課（!３６３―９３１１ !
３６２―７５３２）へ。先着３６人。

無料
先着100人に
花苗プレゼント

平成２４年４月に１００周年を迎えた吉

本興業グループの「１００周年プロジェク
ト」のひとつである「地域社会とエンタ



ーテイメントの共創」を実現するた





め、全国４７都道府県ごとに派遣され
た、地元密着の活動を担う芸人。





大阪府住みます芸人 span!

堺市出身の盛山晋太郎

美
【写真左】と岡山出身のリ
原

リー【写真右】のお笑いコ
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堺市出身の上 田 純 樹
【写真左】と美原区出身の
奥村篤【写真右】による見
た目に差がある同級生し
ゃべくり漫才。






成人式での市民憲章朗読者・
メッセージ発表者・実行委員を募集
来年１月１２日（祝日）に開催する美原区
成人式での!市民憲章朗読者、"新成人
として夢などを述べるメッセージ発表
者、#地域の青少年指導員などとともに
成人式の企画・運営に参加する実行委員
を募集します。
!"は美原区在住の来年の新成人（平

成６年$１９９４年%４月２日〜７年$１９９５年%
４月１日生まれの方）、#は美原区在住・
在勤・在学のおおむね１８〜２５歳の方が対象。
申 込 郵送か FAX、電子メールで、
住所、氏名（ふりがな）、電話番号、生年
月日、希望項目名（"は４００字程度の発表
内容も）を書いて、７月３１日（必着）まで
に美原区役所自治推進課（〒５８７―８５８５
美原区黒山１６７―１ !３６３―９３１２ !３６１―
１８１７
mijishin@city.sakai.lg.jp）へ。募集
人数は、!１人、"１人もしくは１グル
ープ、#若干名。
電 子
メール

内で、安定のよいもの。オブジェ可。
みはら
$彫刻#おおむね縦・横・高さ５０!以
芸術展
内、重さ１０"以内で安定のよいもの。
美原の秋を彩る「第１９回（平成２６年度）
$写真#四切以上全紙以内で、額装
みはら芸術展」に出品する作品を募集し （ひも付き）のこと（銀塩・デジタルは問
ます。同展は１１月１４〜１６日、美原文化会
わない）。組写真不可。
館（アルテベル$美原区黒山１６７―１%）で開
$書・遊書#額装は幅７０!以内（横物
催。美原区在住・在勤・在学か美原区内
不可）。軸装は半切以内。
のクラブなどで活動している１６歳以上
いずれも未発表のもので、１人につき
（高校生は年齢を問わない）の方が対象。
１作品。なお、作品の搬入は、１１月１３
出品料５００円（高校生、大学生は無料）。
日、午前９時〜正午に美原文化会館研修
募集する作品の種類と条件は次のとお
室で行います。
り。
詳しくは、７月１日から美原区役所自
$絵画#６〜２０号以内（日本画・水墨
治推進課で配布する応募要項・申込書を
画については３５!×３５!以上）で額装の
ご覧ください。また、美原区ホームペー
こと（必然性がある場合には額装は問わ
ジ（アドレスは上記参照）でもご覧になれ
ない）。軸装は幅７０!以内。具象・抽象
ます。
申 込 申込書と出品料を持参のうえ、
作品を問わず絵具を使用した平面作品に
８月１日〜９月１６日に、みはら芸術展実
限る。
行委員会事務局（美原区役所自治推進課
$版画#１０号以内で額装のこと。
内 !３６３―９３１２ !３６１―１８１７）へ。
$陶芸#おおむね縦・横・高さ５０!以

作品募集

無料税務相談会
近畿税理士会堺支部では、税理士によ
る所得税、相続税、経理などの相談会を
実施します。
７月９日（水）、午後１〜４時、美原区
役所（本館１階市税事務所相談室）で。１
人３０分以内。無料。要予約。

申 込 ７月１日、午後１〜４時に電話
で同支部（!２２３―０１９１）へ。先着６人。
また同支部では、堺納税会館（堺区宿
院町東４丁２―１０）２階で、月〜金曜日、
午前９時３０分〜午後０時３０分（受け付け
は午前１１時３０分まで）、常設の無料相談
（予約不要）を開催しています。ぜひご利
用ください。

前回の成人式の様子

社会福祉協議会

美原区ボランティア相談コーナー

ボランティア相談員募集
社会福祉協議会美原区事務所では、ボ
ランティアに関する相談の受け付けや調
整を行うボランティア相談員を募集しま
す。交通費相当の謝礼金あり。
次の要件を全て満たす方が対象。
$今までに１年以上継続したボランテ
ィア活動の経験がある（書類選考と面接
あり）
$１８歳〜おおむね６５歳

$事前の研修と月
〜金曜日に半日単位
で２回程度の活動、
月１回の会議などに
参加できる
申 込 電話か FAX で、住所、氏名、
電話番号を書いて、７月１５日までに同事
務所（!３６９―２０４０ !３６９―２０６０）へ。若干
名。

経済センサス−基礎調査、
商業統計調査の同時実施にご協力を
７月１日を調査期日として、経済セン
サス―基礎調査、商業統計調査を同時実
施します。
この調査は、業種を問わず堺市内で活
動している全ての事業所や企業を対象
に、従業者規模などの基本的構造を全国
・地域別に明らかにするとともに、卸売
業・小売業の実態を把握するために実施
するものです。
紙の調査票かインターネットによる回
答が可能です。

府知事が発行する調査員証を携帯した
調査員が訪問しますので、協力をお願い
します。
なお、調査票は統計の目的以外に利用
することはあり
ません。
問 合 企画部
調査統計担当
（!２２８―７４５０
!２２２―９６９４）
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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