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みはら
区民まつり
第10回記念

を希望する場合は、写真が入る大きさ
の封筒に、返却に必要な切手を貼り、
返送先の住所・氏名を記入した封筒を
同封してください。
問 合 同課
（!３６３―９３１１ !３６２―
７５３２）へ。
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電 子
メール

主催：美原区さかいボランティア
主催：美原区さかいボランティア連絡会

加可。
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）、生年
月日を書いて、９月３０日（必着）までにみ
はら区民まつり実行委員会事務局（〒５８７
―８５８５ 美原区黒山１６７―１ 美原区役所
自治推進課内 !３６３―９３１２ !３６１―１８１７
mijishin@city.sakai.lg.jp）へ。グループで
の申し込みの場合は、参加者全員の住
所、氏名、電話番号、生年月日を書いて
ください。抽選男女各５０人。
電 子
メール
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日本の案内図を中心に展示しています。
"学芸員による展示解説
９月２０日（土）、午後２時から約３０分。
無料（入館料は必要）。直接会場へ。
■入谷幸子ピアノ・リサイタル
９月１４日（日）、午後２時から。申し込
みは、９月１０日まで受け付け中。申し込
み方法など詳しくは同館へ。
ただし、当日の午前７時以降に堺市で
各種警報が発表された場合は中止しま
す。
問 合 美原朝市運営委員会
（田守 !
０９０―２５９０―８８６６）へ。

美原老人福祉センター便り

9月

シニアフェスティバル

子どもたちが楽しめるコーナーなど、さ
まざまな催しを予定しています。ぜひ、
お立ち寄り下さい。
９月２７日（土）、午前１０時〜正午、美原
区役所１階風の広場で。無料。直接会場
へ。
問 合 堺市
社会福祉協議
会美原区事務
所（ !３６９―
２０４０ !３６９―
２０６０）へ。

９月１５日（祝日）、午前９時３０分〜午後
４時、同センターで。無料。直接会場
へ。
問 合 同センター
（!３６２―３９３９ !３６２
―１７９８）へ。

美原老人福祉センター（美原区黒山７８２
―１０）では、６０歳以上の方の健康や教養の
向上のためレクリエーション活動を行っ
ており、１年に１回の集大成として演芸
・展示部門の各クラブ、同好会の皆さん
による発表会【写真】を開催します。どな
たでもご覧いただけますので、ぜひお越
しください。

わが心のふるさと美原⑦
〜美原の未来を創るまちづくり〜

今回は、美原のまちをより安全で快適な居住環境や地域社会にするための取り
組みについて紹介します。
問 合 美原区役所企画総務課
（!３６３―９３１１ !３６２―７５３２）へ。
美原区内では、この１０年間で下
水道整備が急ピッチで進んだん
だよね。
美原区では、合併時の下水道普
及率が６３．７％であったのが、平
成２５年度末には９０．１％に向上しまし
た。合併しなかった場合では、平成２３
年度末には７６．５％という数字が示され
ていますので、この１０年間で大幅に下
水道が整備されたことになります。
下水道が整備されると、まちは
どうなるの。
家庭や工場から出る汚れた水が
下水道に流れ、水路や川は衛生
的になり、ヘドロや悪臭の発生がなく
なります。
また、市では、下水道の整備に合わ
せて、道路をきれいに舗装していま
す。今まで、継ぎはぎで舗装されてい
た道路も、安全な道路として利用いた
だけるようになりました。

そういえば、みはら歴史博物館
の近くに新しい道路ができた
ね。
向陵多治井線が今年４月に開通
しました。車や人が安全に通行
でき、黒姫山古墳やみはら歴史博物館
などの文化施設へアクセスの向上が図
られました。また、災害時の緊急車両
の通行や避難路として重要な役割を果
たします。併せて、本路線内に、雨水
幹線整備が施工されており、周辺地域
の浸水被害が軽減されました。
向陵多治井線

みはら歴史
博物館
黒姫山古墳

北

南阪奈有料道路

毎月第２・４土曜日、午前９時４５分〜
正午（売り切れ次第終了）、美原区役所風
の広場で開催しています。
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美 原ボランティアまつり

９号
３０
国道

休館日 ９月１・８・１６・２２・２４・２９日
開館時間 午前９時３０分〜午後５時１５分
（入館は午後４時３０分まで）。
入館料 一般２００円。中学生以下、６５歳
以上、障害のある方は無料。
問 合 みはら歴史博物館
（美原区黒山
haku
２８１ !３６２―２７３６ !３６２―２２６０
mireki@city.sakai.lg.jp）へ。
■ミニ展「パノラマ地図でレトロ旅―西
日本編―」
９月２８日まで開催中。
吉田初三郎の鳥瞰図には、折本形式
で、携帯に便利なパノラマ案内図として
出版されたものが多数あります。いずれ
も表紙が美しく、手軽に読める遊覧案内
図として親しまれました。本展では、西
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美原区では、現在１４グループが「美原
区さかいボランティア連絡会」に加入
し、それぞれの持ち味を活かした多彩な
活動を展開しています。今回の「区民と
楽しむ美原ボランティアまつり」では、
会員同士が互いの活動をより理解し親睦
を深め、また多くの皆さんに、ボランテ
ィアをより身近に感じ、知ってもらうこ
とを目的に開催します。主催は美原区さ
かいボランティア連絡会、共催は堺市社
会福祉協議会美原区事務所。
当日は、ボランティアグループによる
活動発表やボランティア体験コーナー、

みはら街コン！ 参加者募集中

みはら区民まつり第１０回記念事業「前
夜祭」のイベントの１つである「みはら街
コン!〜区民まつりで素敵な出会い〜」
の参加者を募集しています。区民まつり
をきっかけに、楽しく交流しましょう。
１１月１日（土）、午後４〜８時３０分、美
原区役所本館６階展望ロビー、美原文化
会館で。美原区在住・在勤・在学の２０〜
３９歳の独身の方（グループでも可）が対
象。※グループでの応募の場合は、美原
区在住・在勤・在学の方が１人以上で参
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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

区民と
楽しむ

堺市と美原町が合併して来年２月で
１０年を迎えます。「美原の思い出写真
展」に展示する、写真付きメッセージ
カードを作成するために、皆さんの思
い出の写真とメッセージを募集しま
す。美原と共に歩んだ思い出の写真と
メッセージをお寄せ下さい。
「美原の思い出写真展」は、来年２月
１〜１５日、美原区役所１階風の広場で
開催します。皆さんの思い出の写真
で、美原の歴史を振り返り、私たちの
まち美原の１０周年を祝いましょう。
申 込 郵送で住所、氏名、電話番
号、思い出を書いたメッセージ（８０文
字以内）に写真を添え、９月２〜３０日
に美原区役所企画総務課（〒５８７―８５８５
美原区黒山１６７―１）へ。写真の返却
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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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（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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