人のうごき

5

122 号

第

月号

総人口

39, 131人〔2人増〕

世帯数

14, 436世帯〔54世帯増〕

人口密度

平成28年
（2016年）

面

2, 964人／km2

積

13. 20km2

平成28年4月1日推計
〔

〕
は前月比

携帯版ホームページ http://www.city.sakai.lg.jp/i/mihara/index.html
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美原区教育・健全育成会議

587-8585 美原区黒山167-1 TEL363-9311 FAX 362-7532

提言事業

7

子どもが伸びる
百ます計算でおなじみ

䧎山英男さんの
教 育 講 演 会

５月 7 日（土）

6 月 21日（火）
午前 10 時 30 分から
美原文化会館ホールで
第 1 部 講演会
第 2 部 かげやま先生に質問 !

つの習慣

美原区では学力向上と「早寝・早起き・
朝ごはん」などの基本的な生活習慣の関
係などをテーマに、講演会を開催しま
す。講師は立命館小学校校長顧問・䧎山
英男さん【写真】。
６月 21 日（火）、午前 10 時 30 分〜正
午、アルテベル（美原区黒山 167-1）で。
無料。手話通訳・要約筆記あり。

あそびいちば

みんなで 楽しく音 遊 び ♪
今年で 24 回目となる「あそびいちば」
を開催します。
５月７日（土）、午前 10 時〜午後２時、
みはら大地幼稚園で。主催はあそびいち
ば実行委員会です。入場無料。直接会場
へ。雨天決行。
今年のテーマは「みんなで楽しく音遊
び♪」です。模擬店や手作りの店、あそ
びのコーナーなど楽しい企画がいっぱい

ホームページ http://www.city.sakai.lg.jp/mihara/index.html

です。どなたでも参加できます。ぜひお
越しください。
なお、同園への車の乗り入れはできま
せん。美原中学校の運動場へ駐車し、同
校臨時バス乗り場から臨時シャトルバス
をご利用ください。
問合 同 園
（ 361-8772
3615500）へ。

申 込 ５月 10 日から電話か FAX、電
子メールで代表者の住所、氏名（ふりが
な）、電話・FAX 番号、参加者全員の氏
名、あれば子育て・教育に関する質問を
美原区役所企画総務課（ 363-9311
362-7532
mikisou@city.sakai.
lg.jp）へ。先着 500 人。
電 子
メール

経済センサス‐活動調査にご協力を
６月１日を基準日として「経済センサ
ス−活動調査」を実施します。市内全て
の事業所と企業が対象。
紙の調査票かインターネットによる回
答が可能です。インターネット回答は、
安心のセキュリティー、簡単な入力操
作、24 時間対応など多数のメリットがあ
ります。ぜひインターネットで回答して
ください。
皆さんの調査への理解と回答をお願い
します。

統計調査の調査員を募集
国が実施する統計調査で対象となる事
業所や世帯を訪問して、調査票の配布・
回収などを行う調査員を募集します。
調査従事期間は、１調査につき２カ月
程度です。調査件数に応じて、調査完了
後に報酬があります。
申し込み方法など詳しくは、企画部
調 査 統 計 担 当（ 228-7450
2229694）へ。登録制。

美原区教育・健全育成会議
子どもの教育・健全育成に関する会議
を開催します。
５月 19 日（木）、午後３時 30 分から美
原区役所本館５階大会議室で。
傍聴を希望する方は直接会場へ。午後
３時から受け付け。先着 10 人程度。

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。
問 合 美原区役所企画総務課
（ 3639311
362-7532）へ。

昨年のあそびいちば

一緒に活動する方募集

まるむし ク ラ ブ に遊
に遊び
びにきてね
自然豊かなみはら大地幼稚園では、月
２回、園庭開放【写真】を行っています。
親子一緒に楽しい時間を過ごしましょ
う。
日程は表のとおり。いずれも午前 10
時 30 分〜 11 時 30 分。未就園児とその
保護者が対象。入会金 100 円、各回 20
円（保険料）。直接会場へ。
問合 同 園
（ 361-8772
3615500）へ。

開放日

内容

５月 10 日（火）

森で思いきり遊ぼう

５月 26 日（木）

お絵かきをしよう

6 月 10 日（金）

ママキッズ全体会

6 月 28 日（火）

泥んこで遊ぼう

7 月 14 日（木）

美原

未来・まちデザインひろば

「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。
4 月は今年度の年間計画を決めまし

た。５月は各活動の具体的な計画につい
てワークショップを行います。５月 23
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。詳しくは美
原区役所企画総務課（ 363-9311
362-7532）へ。

パシャパシャ ! 水遊びをし
よう

7 月 28 日（木）

子育て広場

9 月 15 日（木）

体をつかって遊ぼう

９月 29 日（木）

つくって遊ぼう

10 月 20 日（木）

まるむし運動会

10 月 27 日（木）

消防フェスタに参加しよう

11 月 15 日（火）

木の実で遊ぼう

12 月 1 日（木）

人形劇をみよう

12 月 16 日（金）

まるむしクリスマス会

種から花を育てよう〜花と緑のまちづくり〜

マリーゴ−ルドの種プレゼント
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。
美原 未来・まちデザインひろばで提
案されたマリーゴールド【写真】を、家庭
で育てていただける方に種をプレゼント
します。５月 31 日までに美原区役所企
画総務課へ取りに来られる方が対象。
申 込 直 接 か 電 話、FAX で 住 所、 氏

名、電話番号を５月 2 〜 13 日に同課（
363-9311
362-7532）へ。 先 着 50
人。

■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）
■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（美原区選挙管理委員事務
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

２４７―８８７０
1-C3-16-0028

