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平成29年度

みはら大地幼稚園

みはら大地幼稚園（美原区菅生５８７）
では、来年４月に入園する幼児を次の
とおり募集します。
入園資格と募集人数
幼児とその保護者の住所が美原区に
ある方。
３歳児（３年保育）＝平成25年４月
２日～26年４月１日生まれ。120人。
４歳児（２年保育）＝平成24年４月
２日～25年４月１日生まれ。20人。
５歳児（１年保育）＝平成23年４月
２日～24年４月１日生まれ。35人。
保育料
保護者世帯の市民税額などに応じた
額になります。
入園願書配布
９月１日から、午前９時～午後５時
（土・日曜日、祝休日を除く）、同園か
美原区役所本館４階市政情報コーナー

で。

金婚者の集い

園児募集

入園説明会
９月３日（土）、午前10時30分～正
午、同園で。
入園願書受付
10月４～６日、午後１～５時、美原
区役所本館３階301会議室で。
問合 同 園
（ ☎ 361-8772 FAX3615500）か 学 務 課（ ☎ 228-7485 FAX2287256）へ。

月号

39, 085人〔4人増〕
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胃がん
（集団）
検診時に大腸がん検診
同時に受診できます

がんは日本人の死因の第1位ですが、
診断や治療の進歩で初期の段階であれ
ば、治る可能性が高い病気になってきて
います。早期発見と生活習慣の改善のた
めにも、がん検診などを受診して、自ら
の健康管理に役立てましょう。
10月から実施する胃がん検診（集団検
診）では大腸がん検診も同時に受診する
ことができます（大腸がん検診のみの受
診は不可）。
大腸がん検診の検査方法は、２日分の
便を採取し、便潜血を検査する便潜血検

11月9日

ダンゴムシの迷路を作る園児たち

時。
②お仕事なんでも相談＝女性キャリア
アドバイザーによる相談会。午後１時30
分から。1人約30分。
申 込 受 け 付 け 中。 直 接 か 電 話、
FAXで住所、氏名、電話番号、①②の
別を書いて、９月29日（託児の申し込み
は９月28日）までにさかいJOBステーシ
ョン女性しごとプラザ（☎238-4650〈午前
10時～午後7時〉 FAX238-4605）か雇用推
進課（☎228-7404 FAX228-8816）へ。先着
①16人、②３人。

申し込みはお済みですか

市と老人クラブ連合会では、結婚50周 （中百舌鳥駅前）で。
申し込みの締め切りが間近ですので、
年を迎える夫妻を招待して、金婚者の集
まだの方はお急ぎください。
いを開催します。
申 込 ９月16日までに高齢施策推進課
昭和４１年１２月３１日までに結婚し、市の
住民基本台帳に記載のある夫妻（以前に か区役所地域福祉課にある申出書で。
問 合 高齢施策推進課
市〈旧美原町を含む〉から金婚の祝いを受
（☎228-8347
けていない方）が対象。
FAX228-8918）へ。
11月１日（火）、堺市産業振興センター
美原区「早ね・早おき・朝ごはん」
プロジェクト始動①
美原区教育・健全育成会議から子ど
もの「生活習慣の改善」の提言を受け、
美原区では６月の「 山英男教育講演
会」を皮切りに、美原区「早ね・早おき
・朝ごはん」プロジェクトを立ち上げ
ました。
この取り組みは、美原区域全体で子
どもが規則正しい生活習慣を身につけ
る機運を醸成し、子どもが学習や運動
に集中できるよう心身の健やかな成長
をめざすものです。
今後は、6回シリーズで「早ね・早
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女性のための就職応援セミナー in 美原区
将来仕事をしたいと考えている方や現
在働いている方、転職を考えている方に
役立つセミナーや相談会を行います。
９月30日（金）、美原文化会館（美原区
黒山167-1）で。女性が対象。無料。託
児（未就学児が対象）あり。
①セミナー「今と未来の整理術！」=日
常や仕事の中で、「このままでいいのか
な」と不安を感じている方や仕事のこ
と、これからのことで誰に相談したらい
いか分からない方は、未来を考えるため
に今の想いを整理してみましょう。すぐ
に役立つ就職セミナーです。午後1～3

人のうごき
総人口

おき・朝ごはん」の大切さを皆さんに
伝えていきます。
問 合 美原区役所企画総務課
（☎
363-9311 FAX362-7532）へ。

査（２日法）です。胃がん検診予約時に大
腸がん検診も一緒に希望する方には、検
診日の１週間前に検診の通知と容器（２
日分）を送付します。容器は、検診日に
検診会場で回収します。自己負担金は
300円。免除される場合がありますの
で、美原保健センターへお問い合わせく
ださい。
申 込 受け付け中。電話かFAXで住
所、氏名、電話番号、生年月日、検診希
望日を同センター（☎362-8681 FAX3628676）へ。先着45人。

ごみの処理施設見学会

～ごみのゆくえを知ろう～

皆さんの家庭から出たごみが処理され （〒590-0078 堺区南瓦町３-1号 ☎
る工程を確認してみませんか。クリーン 228-7479 FAX228-7063
shijyun@
センター臨海工場（堺区築港八幡町１番 city.sakai.lg.jp）へ。抽選40人。
地70）と缶・瓶を選別するリサイクルプ
ラザ（中区深井畑山町30−１）の他、船に
乗って最終処分地である埋め立て地を見
学します。
11月９日（水）、午前8時45分～午後５
時30分。美原区役所で集合、解散。市内
在住の中学生以上が対象。無料（昼食は
各自で）。
申 込 はがきかFAX、電子メール
（１
通４人まで）で参加者全員の住所、氏
名、電話番号、年齢と「11月9日見学会」
を９月30日（必着）までに資源循環推進課
大阪沖埋立処分場
電 子
メール

シニアフェスティバル

美原老人福祉センター（美原区黒山
782-10）では、60歳以上の方の健康や
教養の向上のためレクリエーション活
動を行っています【写真】。１年に１回
の集大成として演芸・展示部門の各ク
ラブ、同好会の皆さんによる発表会を
開催します。通常は利用証が必要です
が、この行事はどなたでも観覧できま
す。
９月17日（土）、午前９時30分～午後
４時、同センターで。無料。直接会場
へ。

問合 同センター
（ ☎ 362-3939
FAX362-1798）へ。

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。
９月29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。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。

阿弥
（あみ）

美原の地名あれこれ ❷

美原区長 井野良彦

聖徳太子創建と伝わる寺院の名から、
元は阿弥陀寺村と呼ばれていました。
記録から、元禄時代（1668～1703年）末
ごろから、阿弥と略称されるようになっ

たことがうかがえます（旧美原町発行「美
原町歴史散歩」から）。
問 合 美原区役所企画総務課
（☎3639311 FAX362-7532）へ。

■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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