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み はら区民まつり

美原区民の皆さんの交流と親睦を深めることを目的
に、11月6日（日）、午前10時～午後3時30分、美原区役
所とその周辺で「第12回みはら区民まつり」を開催します。
当日は飲食、ゲーム、販売、啓発など多種多様な模擬
店、PRブース、ミニSLコーナー、美原区内を中心に活
動する団体が披露するステージプログラム、美原地車連
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入場無料

同時開催

健康のつどい

小雨決行

合会によるだんじりの展示・パレードなど子どもから大
人まで楽しめる内容です。皆さんの来場をお待ちしてい
ます。詳しくは今月号の広報さかいと同時配布している
チラシをご覧ください。なお、駐車場には限りがありま
すので、できるだけバスや自転車、徒歩でご来場くださ
い。

午前10時～午後３時
美原区役所本館５・６階
血糖検査、歯科コーナー、薬のコーナーな
ど
問 合 美原保健センター
（☎362-8681 FAX
362-8676）へ。

昨年の様子

■美原区役所別館北側広場
各校区や各種団体の模擬店、PRブース、ミニSLコーナーなど
■美原文化会館
吹奏楽や踊りなどのステージプログラム、お楽しみ抽選会など
■美原区役所別館南側バスターミナル
美原地車連合会だんじり展示（午後3時30分まで）、美原地車連合会だんじりパレ
ード（午後３時50分ごろから）
■美原区役所本館１・４階
各種団体の模擬店、PRブースなど
問 合 みはら区民まつり実行委員会事務局（美原区役所自治推進課内 ☎363-9312 FAX361-1817）へ。

子育ての思い、市長・区長に直接伝えませんか!! 参加者募集

美原区

ハート&トークセッション
区民が育む みはらっ子

市民の皆さんと市長や区長が、美原の
まちづくりについて直接対話します。
11月27日（日）、午前10時30分～正午、
みはら歴史博物館（美原区黒山281）で。
無料。
子どもを対象にした美原かるた、美原
すごろく、絵本の読み聞かせのコーナー
もあります。
申 込 電話かFAX、電子メールで参
加者全員の住所、氏名（ふりがな）、電話
・FAX番号、子どもの年齢、手話通訳
・要約筆記希望の有無を、美原区役所企
画総務課（☎363-9311 FAX362-7532

電 子
メール

ファシリテーター 元黒山小学校校長
冨田久子さん

mikisou@city.sakai.lg.jp）へ。手話通訳
・要約筆記を希望する場合は11月11日ま
で。先着50人程度。
同時開催 美原区古代米プロジェクト

古代米リース作り

区民の皆さんが10月に収穫した古代
米の稲穂を使って、季節のリースを作
ります。
保護者が美原区ハート&トークセッ
ションに参加する小学生以下が対象。
申 込 ハート＆トークセッション申
込時に同時申し込み。

堺市長
竹山修身

美原区長
井野良彦

美原区「早ね・早おき・朝ごはん」
プロジェクト②
～「早ね 早おき 朝ごはん」
は、なぜ大切？～
３つのホルモン「成長ホルモン」
「セ
ロトニン」
「メラトニン」は、子どもは
もちろん、大人にとっても元気な自分
でいるために大切です。
成長ホルモンは午後10時～午前2時
ごろにぐっすり眠っているとよく分泌
され、身長を伸ばす・筋肉を増やす・
皮膚の再生・頭を良くする・脂肪を燃
やすなどの働きがあります。分泌が不
足すると、子どもでは成長が悪くな
り、大人では老化が進み太りやすくな
ります。
セロトニンも同じ時間帯によく分泌
され、気持ちを安定させる・姿勢を保
つ・朝の目覚めを良くするなどの働き

があり、不足するとイライラしてやる
気が起きず、仕事や勉強がうまくいき
ません。
メラトニンは体内時計の役割をし、
朝の光を浴びることで毎日リセットさ
れ、朝ごはんや日中の運動で分泌がよ
くなります。逆に夜に強い光を浴びる
と分泌が減って体内時計のリズムが崩
れ、眠れなくなることもあります。
「早ね・早おき・朝ごはん」を習慣づ
けることで、3つのホルモンの分泌を
促し、元気な毎日を過ごしましょう。
問 合 美原保健センター
（ ☎ 3628681 FAX362-8676）へ。

みはら芸術展

身近なアートを育てよう！
第21回「みはら芸術展」を開催します。
美原区在住・在勤・在学の16歳以上の
方から応募のあった絵画・版画・陶芸・
彫刻・写真・書の展覧会です。
10月21～23日、午前10時～午後６時
（23日は午後４時まで）、美原文化会館
美原区古代米プロジェクト

昔ながらの

（美原区黒山167-１）５階で。無料。直接
会場へ。
また、区役所本館６階展望ロビーで
は、美原区内の小・中学生の絵画作品を
展示する「みはら小中学生作品展」を開催
します。
力作の数々を鑑賞いただき、秋のひと
ときをお過ごしください。
問 合 みはら芸術展実行委員会事務局
（美原区役所自治推進課内 ☎363-9312
FAX361-1817）へ。

稲 刈り体 験

６月に市民の皆さんと一緒に植えた古 所、氏名（ふりがな）、電話番号、年齢を
代米を収穫します。稲刈りをはじめ、稲 10月３～14日に美原区役所企画総務課
こきやもみすりなど、一連の作業を手作 （☎363-9311 FAX362-7532）へ。先着100
業で行います【写真】。
人。
10月23日（日）、午前９時15分、黒姫山
古墳北側の駐車場（美原区黒山568）に集
合。無料。荒天中止。汚れてもよい服装
で、軍手、タオル、飲み物、うちわを持
参。
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。
申 込 電話かFAXで参加者全員の住
人・夢・美原
ここからはじまる笑顔のＷＡ!!

すこやかフェスタ2016

子どもと大人が互いにふれあい、交流
する中で教育力を高めることを目的に、
さつき野・美原・美原西中学校区の地域
教育協議会主催で「すこやかフェスタ
2016」を開催します。
３中学校区合同でのイベント開催は他

美原区3中学校吹奏楽団による演奏

区にはないもので、各校区内の団体や地
域の皆さんが舞台や模擬店、講座を企画
・運営し、美原区内の多くの子どもたち
が参加する地域のイベントとして定着し
ています。
10月22日（土）、午前10時～午後３時30
分、さつき野学園で。入場無料。雨天決
行。駐車場に限りがありますので、来場
には公共交通機関をご利用ください。
問 合 地域教育協議会・すこやかフェ
スタ実行委員会（さつき野学園内 ☎
362-4689 FAX362-4699、美原中学校内
☎361-0271 FAX362-1143、美原西中学校
内 ☎361-6500 FAX361-7194）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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