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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

美原区広報 編集・発行：美原区役所企画総務課

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
生涯学習施設で活動する文化団体の発表会
と展示会。いずれも入場無料。直接会場へ。
■発表の部
楽器演奏や歌、和洋舞踊など２０団体。
３月１９日、午後２〜４時２０分、３月２０日、
午前１０時３０分〜午後４時１０分、１階ホール
で。
■展示の部
絵画や書道、陶芸、フラワーアレンジ、手作り作品など１９団体。
３月１９日、午後１〜５時、３月２０日、午前９時〜午後５時、５階研
修室、視聴覚室、４階講座室、プレイルーム、１階風の広場で。
■お茶席
気軽にお茶をお楽しみください。
３月２０日（祝日）、午前１０時３０分〜午後３時、３階和室で。費用３００円。
問 合

美原文化会館（美原区黒山１６７―１ !３６３―６８６８ !３６３―００７０）へ。

３月５・６日

陸」
「花変奏曲」他。
問 合 美原区役所自治推進課
（!３６３―
９３１２ !３６１―１８１７）へ。

美原

前回の様子

未来・まちデザインひろば
３月は、次年度の活動についてワーク
ショップを行います。２８日（月）、午後１
時３０分〜３時３０分、美原区役所本館５階
大会議室で。無料。直接会場へ。筆記用
具を持参。
問 合 美原区役所企画総務課
（!３６３―
９３１１ !３６２―７５３２）へ。

富田林市立喜志駅地下自転車駐車場のご利用を
同駐車場は、自転車と原付バイク（５０
cc 以下）が駐車でき、一時利用も可能で
す。近鉄長野線「喜志駅」改札口と地下専
用通路で直結し、雨の日も便利です。
駅周辺は自転車等放置禁止区域に指定
されていますので、必ず駐車場を利用し

てください。
!利用時間!午前６時〜翌日の午前０
時３０分（年中無休）
利用料金は表のとおり。
申 込 直接、同駐車場（!０７２１―２４―
６２９３）へ。
利用料金

区分

定期利用
１カ月

自転車
２，
３
０
０円
（学生割引） （１，
９
０
０円）
原付バイク
３，
３
０
０円

受け付け 午前９時〜午後８時（第２・４月曜休館。ただし、祝日は開館）

２月８日に第１０回美原区教育・健全育
成会議が開催され、審議事項に対する提
言書が井野区長へ渡されました。
子どもの「生活習慣の改善」
「 家庭教育
の推進」
「読書習慣の形成」などについて
取り組むよう提言がなされました。

３カ月
６，
６
０
０円
（５，
４
０
０円）
９，
６
０
０円

一時利用
回数駐車券
（１
２回分）

１回駐車券
２
０
０円

２，
０
０
０円

３
０
０円

３，
０
０
０円

２月１２日に第６回美原区区民評議会が
開催され、諮問事項に対する答申がまと
まり、井野区長へ渡されました。
校区を単位とした地域のつながりを強
化するには、避難所運営に関する取り組
みが有効との答申がなされました。

提言を提出

提言の内容など詳しくは、美原区役所
本館４階市政情報コーナーか美原区ホー
ムページ（アドレスは上記参照）でご覧に
なれます。
問 合 美原区役所企画総務課
（!３６３―
９３１１ !３６２―７５３２）へ。

美原区区民評議会

一緒に活動する方募集

「美原 未来・まちデザインひろば」で
は、美原の新たな魅力を創り実践するこ
とを目的に、区民の皆さんが中心となっ
て、まちづくりに関するさまざまな活動
に取り組んでいます。
また、一緒に活動する方を募集してい
ます。

◆木彫り彫刻教室
４〜６月の第２日曜日、午後１〜４
時３０分。全３回。中学生以上が対象。
費用６，
０００円（別途、道具・材料費が必
要）。抽選１０人。
◆ハワイアンフラ
４〜６月の土曜日、午後０時１５分〜
１時４５分。全９回。高校生以上が対
象。費用１万３，
５００円。抽選１０人。
◆ケイキフラ〜こどものためのハワイ
アンフラ〜
４〜６月の木曜日、午後６〜７時。
全９回。小・中学生が対象。費用
７，
５００円。抽選１０人。
いずれも申し込み方法など詳しくは
同館へ。

美原区教育・健全育成会議

無 料

春みはら・ミニ・コンサート
区民の皆さんに親しまれる区役所づく
り事業として、ミニ・コンサートを開催
します。
３月５・６日、午後６〜７時３０分、美
原区役所本館６階展望ロビーで。無料。
直接会場へ。先着各５０人。
!５日!ピアノとサックスによる編成
で、「テネシーワルツ」
「なごり雪」
「 ルパ
ン三世のテーマ」他。
!６日!ピアノとフルートによる編成
で、「YOU RAISE ME UP」
「 情熱大

◆堺市吹奏楽連盟定期演奏会
市内の吹奏楽連盟加盟団体によるフ
ェスティバル。吹奏楽の楽しさを感じ
てください。
３月２７日（日）、午前１１時〜午後４時
３０分（開場は１０時３０分）。前売券!同館
で販売中。６００円。当日券!８００円。
◆アルテベルみはら寄席
ベテランの落語家による寄席。出演
は月亭八方、笑福亭仁福、露の都。
３月１９日（土）、午後
５時開演（開場は午後
４時４０分）。前売券!
同館で販売中。
２，
５００
円。当日券!２，
８００円。
全席自由席。

答申を提出

答申の内容など詳しくは、美原区役所
本館４階市政情報コーナーか美原区ホー
ムページ（アドレスは上記参照）でご覧に
なれます。
問 合 美原区役所企画総務課
（!３６３―
９３１１ !３６２―７５３２）へ。

美原区まちづくりビジョンを一部改定
平成２３年２月に策定した
「美原区まちづくりビジョ
ン」を一部改定しました。
今回は、同ビジョンで定
めた、めざすべきまちの将来像「地域で
つながり次世代へつなげる美原のまちづ
くり」の実現に向けた活動プランの内容
を改定したものです。美原区区民評議会

の答申を受けて、認知症対策や子育てに
関する取り組みなどを追加しています。
改定後の同ビジョンは、美原区役所本
館４階市政情報コーナーか美原区ホーム
ページ（アドレスは上記参照）でご覧にな
れます。
問 合 美原区役所企画総務課
（!３６３―
９３１１ !３６２―７５３２）へ。

美原
原西
西 校区で
校 区 で 自主防災
自 主 防 災 訓練
訓 練 を 実施
実施
１月３１日、美原西校区自主防災訓練が
美原西小学校で行われ、地域の皆さんな
ど約４００人が参加しました【写真】。
同訓練は、美原西校区の自主防災会と
自治連合会の主催で、非常時に的確に対
応できる体制の確立と防災意識の高揚、
地域の防災力の向上を図ることを目的に
実施されました。
当日は、避難誘導訓練や救出・救護訓
練、可搬式ポンプによる放水訓練、給水

訓練、給食訓練などを行いました。
参加した皆さんは、どの訓練にも熱心
に取り組み、地域のつながりの大切さを
再認識しまし
た。
問 合 美原
区役所自治推
進課（!３６３―
９３１２ !３６１―
１８１７）へ。

（道路の維持、補修工事
■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 341-0611（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
■市民課（住民票・戸籍など証明・届出関係）1363-9313 FAX 363-1586

■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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