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美 原 区 子 ど も 家 庭 フ ォ ー ラ ム
月日、校区を８月３～25日に美原地域子
育て支援センター（☎363-4151 FAX3410611）へ。先着50組。

堺自転車安全利用講習会

車企画推進課にある申込書（市ホームペ
ージ〈アドレスは広報さかい１ページ参
照〉からダウンロード可）を同課（☎2287636 FAX228-0220）へ。市ホームページ
から電子申請も
可。締め切りは
８月29日（消印
有効）。抽選80
人。

美原区 介護ビギナー
（初心者）
教室
日時

内容

知っているようで知らない介護保険
高齢者を守る制度を知ろう
９月７日（水）
13：30～16：00 加齢によるカラダの変化を体験し
てみよう
９月11日（日）
9：30～12：00

介護技術（安全な起こし方・移乗
・移動）

食べやすくおいしくやさしい介護食
９月28日（水）
おいしく食べるために今から始め
13：30～16：00
る口腔（こうくう）ケア
10月５日（水） いつまでも住み慣れた場所で暮らすために
13：30～16：00 薬剤師さんに聞いてみよう！高齢者とお薬

10月19日（水） 介護者も元気に介護予防
13：30～16：00 今どきのオムツ事情と排せつケア
11月２日（水） 認知症サポーター養成講座
13：30～16：00 介護者の方へのメッセージ

行 政 書 士 に よ る 無 料相談会
遺言、相続、内容証明や各種契約書の
作成、帰化申請、建設・産廃業や宅建業
などの営業許可申請、会社設立などにつ
いて相談できます。電話相談は不可。
８月20日（土）、午後１時30分～４時（受
け付けは午後３時30分まで）、堺市産業
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「全大阪よい歯のコンクール」

最優良受賞おめでとうございます
「歯と口
の健康週
間 」に 合 わ
せ、前年度
の３歳児健
康診査受診
者のうち、
良い歯を保
つ親子を表
彰するコン
クールが実
施され、府

内134組が参加しました。
美原区代表の村上未来さ
ん、隼成さん親子【写真】
が、最優良親子に選ばれ、
６月11日に大阪府歯科医師会から表彰さ
れました。
なお、親子は「平成28年度親と子のよ
い歯のコンクール」全国大会（厚生労働省
・日本歯科医師会主催）に、大阪府代表
として参加します。
問 合 美原保健センター
（☎362-8681
FAX362-8676）へ。

パンジーの種プレゼント

あらかじめ登録団体に郵送している申
美原区域で、今年２～７月に実施した
古紙や衣類などの集団回収に対する報償 請書類や新規登録など詳しくは、同課
金は、８月31日までに美原区役所自治推 （☎363-9312 FAX361-1817）へ。
進課へ申請してください。

在宅で高齢の方を介護している家族や
介護に関心のある方向けの、介護の基本
的な知識や技術の習得に役立つ教室です。
日時と内容は表のとおり。いずれも美
原区役所本館（９月11日は特別養護老人
ホーム美原荘〈美原区平尾595-1〉）で。
無料。全回参加した方には修了証をお渡
しします。
申 込 直接か電話、FAXで住所、氏
名、電話番号、年齢を８月２～31日に美
原基幹型包括支援センター（☎361-1950
FAX361-1960）へ。先着30人。

月号

39, 081人〔48人減〕

種から花を育てよう～花と緑のまちづくり～

集団回収報償金の申請は８月中に

市内在住の65歳以上の方を対象に堺自
転車安全利用講習会を開催します。参加
者には自転車ヘルメット購入補助券を配
布します。
ヘルメット購入補助について詳しくは、
広報さかい8ページをご覧ください。
10月６日（木）、午後２～３時30分、美
原区役所本館で。
申 込 区役所市政情報コーナー、自転
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「地域で、みんなで、子育て～親子で
楽しく遊ぼう～」をテーマに、美原区民
生委員児童委員協議会・主任児童委員
会、美原区子育て支援地域ネットワーク
会議共催で、美原区子ども家庭フォーラ
ムを開催します。
出演はボーカルとピアノの２
人組「ququRi（ククリ）」
【写真】。
個性的な歌声と華麗で繊細なピ
アノが織り成す音楽はまるで映
画のワンシーンのようです。
ququRiの歌とピアノと絵本シ
ョーをぜひご鑑賞ください。
８月27日（土）、午前10～11時
30分、美原区役所本館で。未就
学児とその保護者が対象。無料。
申 込 電 話 かFAXで 氏 名、
電話番号、子どもの氏名、生年

人のうごき
総人口

振興センター（中百舌鳥駅前）セミナー室
３で。無料。予約可。予約は、大阪府行
政書士会堺支部へ。
問 合 同会堺支部
（☎234-3999 FAX2628523）か 市 民 人 権 総 務 課（ ☎ 228-7579
FAX228-0371）へ。

美原区では、花と緑のまちづくりの一
環として、種から花を栽培し、成長した
花で地域を彩る活動を行っています。
５月のマリーゴールドに続き、今回は
パンジー【写真】の種をプレゼントしま
す。８月31日までに美原区役所企画総務
課へ取りに来ることができ、家庭で花を
育てて写真提供に協力していただける方
が対象。

直接か電話、FAXで住所、氏
名、電話番号を８月１～12日に同課（☎
363-9311 FAX362-7532）へ。先着50人。
申込

あなたのやる気を応援します

ボランティアオリエンテーション講座
ボランティアに関する基礎を学ぶた
め、美原区内でボランティア活動をして
いる方の体験談を聞いたり、車椅子を体
験したり【写真】します。
９月８日（木）、午前10時～正午、美原
区役所本館で。「ボランティアを始めた
い」
「既に活動しているが、ボランティア
について学びたい」方が対象。無料。
申 込 電話かFAX、電子メールで氏
名、電話番号を社会福祉協議会美原区事

傍聴できます
次の会議を傍聴できます。
いずれも美原区役所本館５階大会議室
で。受け付けは開始30分前から。直接会
場へ。先着各10人程度。
■美原区区民評議会
地域のつながり強化について調査審議
します。
８月29日（月）、午後３時から。

務所（☎369-2040 FAX369-2060
mih
ara@sakai-syakyo.net）へ。先着40人。
電 子
メール

■美原区教育・健全育成会議
子どもの教育・健全育成について調査
審議します。
８月25日（木）、午後３時30分から。
過去の会議録など詳しくは、美原区ホ
ームページ（アドレスは上記参照）でご覧
になれます。個人情報が含まれる議案
は、非公開（または、一部非公開）となる
場合があります。
問 合 美原区役所企画総務課
（☎3639311 FAX362-7532）へ。

美原の地名あれこれ ❶
区民の皆さんに美原の歴史文化にふれ
ていただけるよう、美原区内の地名の由
来などを、一部ですが今月から紹介しま
す（旧美原町発行「美原町歴史散歩」か
ら）。
黒山の地名は、日本最古の官撰（かん
せん）の歴史書「日本書紀」に既に見られ

黒山
（くろやま）

ます。
恐らく、平野の真ん中に造られた黒姫
山古墳に樹木がうっそうと茂り、遠くか
らは黒い山のように見えたことから名付
けられたのでしょう。
問 合 美原区役所企画総務課
（☎3639311 FAX362-7532）へ。

８月１日
（月）
は、午後５時以降の美原区役所展望ロビーの一般利用はできません。
■市民課（住民票・戸籍など証明・届出関係） 363-9313 FAX 363-1586 ■美原市税事務所 市民税担当： 363-9317 FAX 361-1889 納税担当： 363-9318
FAX 361-1889 ■地域福祉課 363-9316 FAX 362-0767 ■子育て支援課 341-6411 FAX 341-0611（地域子育て支援センター専用 363-4151）
（美原区選挙管理委員会事
■生活援護課 363-9315 FAX 362-0767 ■保険年金課 363-9314 FAX 363-0020 ■企画総務課 363-9311 FAX 362-7532
務局）
■自治推進課 363-9312 FAX361-1817 ■美原保健センター（美原区黒山782-11） 362-8681 FAX 362-8676 ■美原基幹型包括支援センター
361-1950 FAX 361-1960 ■社会福祉協議会美原区事務所 369-2040 FAX 369-2060 ■障害者基幹相談支援センター 361-1883 FAX 361-4444

■北部地域整備事務所
（道路の維持、補修工事
など） 258-6782 FAX258-6843
■上下水道局お客様センター（水道・下水道に関
すること） 251-1132 FAX252-4132
■原池公園事務所
276-6818 FAX279-9711

■環境業務課指導係
（生活ごみなどの収集） ２２８―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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