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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

美原文化会館（アルテベル）の催し
アルテベルみはらフェスティバル

ケイキフラ

美原文化会館生涯学習施設で活動している文化団体による「アルテベルみはらフェスティバル」
を次のとおり開催します。いずれも入場無料。直接会場へ。
■発表部門
楽器演奏や歌、和洋舞踊など、１９団体。
３月１４日、午後２時３０分〜４時４０分、３月１５
日、午前１０時３０分〜午後３時２０分、１階ホール
で。
■展示部門
絵画、書道、華道、陶芸、手作り作品など１９
団体。
３ 月１４日 、午 後 １ 〜 ５
時、３月１５日、午前９時〜
午後５時、５階研修室、視
聴覚室、４階講座室２、１階
風の広場で。

問 合

■１日体験コーナー
押し花、パッチワーク、
書画、俳画、フラワーアレ
ンジメント、布ぞうり。
３月１５日（日）、午前９時
〜午後５時、３階工芸室
で。参加費要。
■お茶席
立礼席で気軽にお茶をお
楽しみください。
３月１５日（日）、午前１０時
３０分〜午後３時、３階和室
で。席料３００円。

〜子どものためのハワイアンフラダンス〜

初心者でも基礎から学べま
す。４〜６月の第１〜３木曜
日（ ４ 月 の み 第 ２ 〜 ４ 木 曜
日 ）、 午 後 ６ 〜 ７ 時 。 全 ９
回。小・中学生が対象。参加
費７，
５００円（９回分）。
申 込 ４月３日から直接同
館へ。先着１０人。

初めてのハワイアンフラ
初心者でも基礎から学べます。４〜６月の第１
〜３土曜日（４月のみ日程変更あり）、午後０時１５
分〜１時４５分。全９回。高校生以上が対象。参加
費１万３，
５００円（９回分）。
申 込 ４月３日から直接同館へ。先着１
０人。

美原文化会館（美原区黒山１６７―１!３６３―６８６８
!受け付けは午前９時〜午後８時。第２・４月曜日休館。ただし、祝日は開館" !３６３―００７０）へ。
みはらカフェ公開講座

休館日 ３月２・９・１６・２３・３０日
開館時間 午前９時３０分〜午後５時１５分
（入館は午前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
２８１ !３６２―２７３６ !３６２―２２６０）へ。
■キッズ・ギャラリー展「わくわくミニ
チュアカーランド」
３月２１日〜５月１０日、ロビーギャラリ
ーで。無料。
■ヒストリックカーを展示
本市ヒストリックカー・コレクション
から、１９２８年に生産された BMW デキ
シィーと赤いオープンカーのBMW1600
―２Cab の２台を展示します。

走る！
バス絵画展
路線バスの利用促進を目的に、小学校
でバス乗車体験（担い手づくり）を行って
います。
今年度乗車体験を実施した黒山小学校

各種無料相談
美原区役所では、相談員による市民相
談、弁護士による法律相談など、各種相
談業務を実施しています。
日常生活などでお困りのことがあれ

美原の
思い出
写真

３月２５日〜４月５日、午前９時３０分〜
午後５時、南側入口シャッター前で。無
料。
"ヒストリックカーの試乗とペダルカー
体験・塗り絵コーナー
!展示車に試乗し記念撮影ができるほ
か、"ペダルカー（BMW 社製）体験と
塗り絵を楽しめるコーナーがあります。
!は年齢制限なし、"は小学校３年生以
下が対象。無料。
３月２８日、４月４日、午前１０時〜１２
時、午後１時〜３時。!は南側入口シャ
ッター前、"は附属ホールで。雨天の場
合、展示と試乗が中止になることがあり
ます。

の３年生が描いたバスの絵を、３月末ま
で美原区を走る路線バスの一部の車内に
展示しています。ただし、運行管理上、
個々の絵がどの車両に展示されているか
は特定できません。
問 合 公共交通課
（!２２８―７５４９ !２２８
―８４６８）へ。
ば、気軽にご相談ください。
相談日程は美原区広報（２ページ参照）
「区役所の相談」をご覧く
ださい。
問 合 美原区役所企画
総務課（!３６３―９３１１ !
３６２―７５３２）へ。

皆さんから応募いただいて実施した美原の思い出写真展
（２月１〜１５日開催）の写真とメッセージ【写真】が、３月２日
〜４月３０日、美原区ホームページ（アドレスは区版１ページ
参照）や市政情報コーナーでご覧になれます。

認知症の人への支援と
カフェへの期待
〜これまでの経験から〜
認知症の方やその家族、地域の方、介
護専門職など、さまざまな方が集う「み
はらカフェ」を、月２回、午前１１時〜午
後４時、美原文化会館（美原区黒山１６７―
１）１階ホワイエで開いています。
介護している家族を支え、認知症や介
護への理解を広めていくため、松本診療

認知症サポーター養成講座

認知症について
正しく知ろう
認知症は誰でもなる可能性のある病気
です。いつ自分や家族、友人や知り合い
が認知症になるか分かりません。認知症
について正しく理解し、認知症の方や家
族を温かく見守る応援者（認知症サポー
ター）が周りにいれば、認知症になって
も住み慣れた地域で安心して暮らし続け
ることができます。

所ものわすれクリニック認知症専門医・
松本一生さんを講師に迎えて講演会を行
います。今まで取り組んできた若年性認
知症の方への支援や認知症の方の自主グ
ループの経験談、認知症カフェへの期待
について話します。
３月１３日（金）、午後２〜３時、同館１
階大ホールで。無料。直接会場へ。
問 合 特別養護老人ホーム
美原荘（!３６２―３４９１ !３６９―
２０６６）か美原基幹型包括支援
センター（!３６１―１９５０ !３６１
―１９６０）へ。
認知症サポーターの輪を広げるため
に、認知症の正しい理解や早期発見、予
防、認知症の方との接し方についての講
座を行います。ぜひご参加ください。
３月２１日（祝日）、午前１０時〜正午、美
原区役所５階大会議室で。無料。
申 込 直接か電話
で、３月２〜２０日に
美原基幹型包括支援
セ ン タ ー（ !３６１―
１９５０ !３６１―１９６０）
へ。先着５０人。

堺市民オリンピック写真パネル展
今回記念すべき第４０回目を迎えた堺市
民オリンピックでは、これまでの大会を
振り返る企画展示を行います。先に実施
した写真コンクールの入賞作品や、実際
に使用したメダルのほか、４０年の歴史を

振り返る資料などを展示します。
３月２〜９日、美原区役所１階風の広
場で。無料。直接会場へ。
問 合 スポーツ推進課
（!２２８―７４３７
!２２８―７４５４）へ。

地域の祭りや昔の風景などと共に、懐かしい美原の思い出
を振り返りましょう。
問 合 美原区役所企画総務課
（!３６３―９３１１ !３６２―７５３２）
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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