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昔ながらの田植え体験参加者募集 ６月19日（日）
美原区古代米プロジェクト
緑豊かな農地が広がる美原区では、
第２・４土曜日に美原朝市を行うなど
農業でつながるまちづくりを進めてい
ます。こうした取り組みを更に進める
ため、古代米に注目し、特産品開発な
ど古代米を活用したまちおこしに市民
の皆さんと共に取り組んでいます。

事業開始から６年目の今年も、古代米
の田植えイベント【写真】を開催します。
６月 19 日（日）、午前９時 30 分、みは
ら歴史博物館（美原区黒山 281）の駐車場
に集合。どなたでも参加できます（小学
生以下の子ども１人につき 20 歳以上の
付き添い 1 人が必要）。無料。荒天中止。

美原区教育・健全育成会議提言事業

隂山英男

教育講演会

362-7532
mikisou@city.
「子どもが伸びる７つの習慣」と題し
sakai.lg.jp）へ。先着 500 人。
て、講演会を開催します。講師は「百ま
す計算」でおなじみの立命館大学教育開
同時開催
発推進機構教授・隂山英男さん。
６月 21 日（火）、午前 10 時 30 分～正 「早寝・早起き・朝ごはん」パネル展
教育講演会の開催に併せ、「早寝・早
午、美原文化会館（美原区黒山 167-1）で。
起き・朝ごはん」をテーマにしたパネル
無料。手話通訳・要約筆記あり。
展を開催します。
申 込 受 け 付 け 中。 電 話 か FAX、 電
６月 16 ～ 24 日、美原区役所本館１階
子メールで代表者の住所、氏名（ふりが
風の広場で。無料。直接会場へ。
な）、電話・FAX 番号、参加者全員の氏
問 合 美原保健センター（☎ 362-8681
名、あれば子育て・教育に関する質問を、
362-8676）へ。
美原区役所企画総務課（☎ 363-9311
電 子
メール

美原区教育・健全育成相談窓口を設置
区役所に子どもの教育・健全育成に関
する相談窓口を設置しています。
主に小・中学校の児童生徒の家庭学習
や生活習慣などに関する相談に、元教員
の相談員が対応します。
開設日時は、月～金曜日（祝休日を除

く）の午前９時～午後５時。
相談の際は、同相談窓口へ電話予約が
必要。
問 合 美原区教育・健全育成相談窓口
（美原区役所企画総務課内 ☎ 340-5511
362-7532）へ。

堺自転車安全利用講習会
市内在住の小学生とその保護者を対
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は広報さ
かい３ページをご覧ください。
７月21日（木）、午前10～11時30分、
美原文化会館（美原区黒山 167-1）で。
申 込 区役所市政情報コーナー、自

転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）を直接か
FAX、郵送で自転車企画推進課（〒 5900078 堺区南瓦町３- １ ☎ 228-7636
228-0220）へ。市ホームページから
電子申請も可。締め切りは６月 22 日（消
印有効）。抽選 50 人。

認知症家族交流会

申 込 受け付け中。直接か電話、FAX
認知症の方を介護している家族を対象
に、交流会を開催します。今回は、心と
で住所、氏名、電話番号、年齢を６月
体を元気にする「堺コッカラ体操」も行い
10 日までに美原基幹型包括支援センター
ます。
（美原区黒山 167- １ ☎ 361-1950
６月 17 日（金）、午後１～３時、美原
361-1960）へ。先着 30 人。空きがあれ
総合福祉会館（美原区黒山 782-10）で。 ば当日参加も可。
無料。

汚れても良い服装で、長靴・タ
オル・雨具・飲み物・帽子を持参。
申 込 電話か FAX で参加者全
員の住所、氏名、電話番号、年
齢を６月２～ 10 日に美原区役
所企画総務課（☎ 363-9311
362-7532）へ。先着 40 人。

６階展望ロビー招待イベント
区役所展望ロビーから美原の夜空に咲く花火を見ませんか
美原区役所では、親しまれる区役所づ
くりをめざし、６階展望ロビー招待イベ
ントを開催します。美原の夜景と打ち上
げ花火のコラボレーションをお楽しみく
ださい。
８月１日（月）、午後７時 30 分～９時、
美原区役所本館６階展望ロビーで。市内
在住の方が対象（同伴者は４人まで、市
外在住の方も可）。無料。
申 込 はがきか FAX で代表者の住所、

氏名、電話番号、同伴者の住所、氏名を
６月 24 日（消印有効）までに美原区役所
企画総務課（〒 587-8585 美原区黒山
167- １ ☎ 363-9311
362-7532）
へ。市ホームページ（アドレスは広報さ
かい１ページ参照）から電子申請も可。
代表者・同伴者の重複申
し込みは不可。抽選 50
人。７月15日ごろに当選
者にのみ通知文を発送。

美原区青少年指導員主催

夏期ふれあいキャンプ
豊かな自然環境の中で青少年指導員と
マリンスポーツや野外レクリエーション
を体験する「夏期ふれあいキャンプ」を、
子どもゆめ基金の助成により開催します。
７月 16・17 日（１泊２日）、淡路青少
年交流の家（兵庫県南あわじ市）で。美原
区在住・在学の小学５年生～中学生が対
象。費用 5,000 円。
申 込 はがき
（１通３人まで。重複申し
込みは不可）に参加者全員の住所、氏名
（ふりがな）、電話番号、性別、学校名、

学年、保護者氏名、「夏期ふれあいキャ
ンプ参加希望」を６月 15 日（消印有効）ま
でに日本郵便美原支店（留）
（〒 587-8799
美原区黒山 31- ６）へ。抽選 35 人。
当選後は、保護者
による正式な申し込
み手続きを行ってい
ただきます。
問 合 子ども育成
課（ ☎ 228-7457
228-8341）へ。

高校生などへの奨学金の申請を受け付け
高校１年生（本年度入学者）と支援学校
高等部（専攻科を除く）の在学生で、経済
的な理由で修学に困っている方に、年額
3 万 2,000 円の奨学金を給付します（所
得など審査あり）。ただし、府が実施す
る「奨学のための給付金」を受給できる方
（生活保護〈生業扶助〉・市民税所得割額非
課税世帯）を除く。

７月１～ 12 日（土・日曜日を除く）、
午前９時～午後５時 15 分に美原区役所
本館３階 302A 会議室へ。選考 480 人。
詳しくは広報さかい６ページや市ホー
ムページ（アドレスは広報さかい１ペー
ジ参照）でご覧になれます。
問 合 学務課
（ ☎ 228-7485
2287256）へ。

レスパイト（休息）で介護力アップ

「さかいお節介士」養成講座 参加者募集
「さかいお節介士」とは、介護の基本的
な知識や介護者支援について学び、身近
にいる介護者への声掛けや見守りなど、
ちょっとした手助けをする応援者です。
受講者には修了証を交付し、介護につ
いての情報交換会などを案内します。

6 月 21 日（火）、午後１～４時、美原
区役所本館で。無料。
申 込 6 月 2 日から電話か FAX、電子
メールで住所、氏名、電話番号を介護保
険 課（ ☎ 228-7513
228-7853
kaiho@city.sakai.lg.jp）へ。先着 30 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

電 子
メール

■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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