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１０月１３〜１５日にアルテベル（美原区
黒山１６７―１）で開催する「第２２回みはら
芸術展」に出品する作品を募集しま
す。美原区在住・在勤・在学か美原区
内のクラブなどで活動している１６歳以
上（高校生可）の方が対象。出品料１作
品５００円（高校・大学生は無料）。
募集する作品の種類と条件は次のと
おり。いずれも未発表のもので、１部
門につき１作品（２部門まで）。
$絵画$６〜３０号以内、軸装は幅７０
"以内。具象・抽象作品を問わず平面
作品に限る（長辺が４０．
９"以上９０．
９"
以内）。
$版画$１０号以内で額装のこと。
$陶芸$縦・横・高さが各約５０"以
内で、安定の良いもの。オブジェ可。
$彫刻$縦・横・高さが各約５０"以
内で、重さ１０#以内の安定が良いも

作品募集

の。
$写真$四切以上全紙以内で、額装
（ひも付き）のこと（銀塩・デジタルは
問わない）。組写真不可。
$書$額装は幅７０"以内（横物不
可）。軸装は半切以内。
なお、作品の搬入は、１０月１２日、午
前９時〜正午にアルテベル５階研修室
で行います。
詳しくは、美原区役所自治推進課に
ある応募要項・申込書（美原区ホーム
ページ%アドレスは上記参照&からダウ
ンロード可）をご覧ください。
申 込 申込書と出品料を持参のう
え、７月３日〜８月２５日に、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 !３６１―
１８１７）へ。

絵画の展示

献血にご協力をお願いします
７月は「愛の血液助け合い運動」月間で
す。暑い時期は特に血液が不足しがちで
す。皆さんの献血を通じた善意が、多く
の方の命を救います。
次のとおり献血を実施しますので、協
力をお願いします。
７月２５日（火）、午前１０時〜午後４時３０
分、美原区役所本館１階エントランスホ
ールで受け付け。

なお、府内で実施し
ている当日と翌日の献
血場所は、大阪府赤十字血液センター
%土曜日、祝休日、年末
（!０１２０―３２６７５９
年始を除く午前９時〜午後５時３０分・祝
日が日曜日と重なった場合は開設&）で案
内しています。
問 合 美原区役所自治推進課
（!３６３―
９３１２ !３６１―１８１７）へ。

美原区の皆さんのご協力によって
美原区域路線バスは利用者増加中
美原区域路線バス（表の４路線）は、美
原区域から鉄道駅へアクセスする公共交
通機関です。
平成２２年度から、路線の維持に向け
て、区民・バス事業者・行政が協働し、
路線バスの利用促進に取り組んでいま
す。その一環として、小学生を対象とし
たバスの乗車体験や体験した児童が描い
た絵画展などを行っています。また、
「バスの乗り方ガイド」を美原区役所市政
情報コーナーなどで配布しています（市
ホームページ%アドレスは広報さかい１
ページ参照&でもご覧になれます）。
こうした取り組みにより、利用者は増
加しています（図参照）。今後とも路線バ
スの利用をお願いします。
問 合 公共交通課
（!２２８―７５４９ !２２８
―８４６８）へ。

美原区域路線バス利用者数 単位（万人）
路 線 名

H28年度

美原初芝線
（初芝駅前〜美原区役所前）
美原金岡線
（地下鉄新金岡駅前〜美原区役所前）
北野田さつき野線
（北野田駅前〜さつき野東）
北野田多治井線
（北野田駅前〜多治井循環）

１
７．
７
１
８．
１
１５．
１
１３．
８
６４．
７

合 計
70

単位（万人）

60
50

増加

40
30

42.2

64.7

平成21年度

平成28年度

20
10
0
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平成２
９年６月１日推計
〔 〕
は前月比

成人式での市民憲章朗読者・
メッセージ発表者・実行委員を募集
来年１月８日（祝日）に開催する美原区
成人式で次の方を募集します。
!市民憲章朗読者
"新成人として夢などを述べるメッセ
ージ発表者
#地域の青少年指導員などとともに成
人式の企画・運営に参加する実行委員
!"は美原区在住の来年の新成人（平
成９年%１９９７年&４月２日〜１０年%１９９８年&
４月１日生まれの方）、#は美原区在住
・在勤・在学のおおむね１８〜２５歳の方が

申 込 郵送か FAX、電子メールで住
所、氏名（ふりがな）、電話番号、生年月
日、希望項目名（"は４００字程度の発表内
容も）を７月３１日（必着）までに美原区役
所自治推進課（〒５８７―８５８５ 美原区黒山
mi
１６７―１ !３６３―９３１２ !３６１―１８１７
jishin@city.sakai.lg.jp）へ。選考!１人、"
１人（グループも可）、#若干名（グルー
プも可）。

前回の実行委員の皆さんと美原区長（一番右）

市民憲章の朗読

７月22日

陶芸・書の展示
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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
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〜身近なアートを育てよう！〜
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対象。

電 子
メール

美原本通り商店街イベント

地元野菜や地元野菜を
使ったジュースなどを販
売する「みっぱら夕市」を
開催します。
７月２２日（土）、午後６
時から美原本通り商店街
（地図参照）で。
また、「夜店」も開催し、ステージイベ
ントでは、商店街のマスコットキャラク
ター「みっぱら」
【写真】や大道芸人「ミス
ターバード」などが登場します。

問 合 美原本通り商店街
（!３６２―１４５６
!３６２―３５５６）か商業流通課（!２２８―８８１４
!２２８―８８１６）へ。
余部
西口

道
車
動
自
和

阪

北
北余部西
美原余部
郵便局
〒

北余部

美原本通り
商店街

北余部
区民会館
池

美原朝市が美原本通り商店街のイベントに出店
新鮮野菜や餅、ジャムなどを販売して
います。
第２・４土曜日、午前９時４５分〜正午
（売り切れ次第終了）、美原区役所本館１
階風の広場で。
また、今月は美原本通り商店街で開催
するイベントにも出張出店します。
■みっぱら夕市
上の「美原本通り商店街イベント」参

照。
■美原本通り商店街つどいの広場みっぱ
ら
７月１５日（土）、午前１０時〜正午（売り
切れ次第終了）、美原本通り商店街内 J
A 大阪南・旧北余部支店（美原区北余部
４４―１）で。
問 合 美原朝市運営委 員 会（ !０９０―
２５９０―８８６６）へ。

堺市老人クラブ連合会高齢者作品展
堺市老人クラブ連合会では、会員の日
ごろの趣味活動の成果を発表する場とし
て、「堺市老人クラブ連合会高齢者作品
展」
【写真】を開催します。
絵画や書道、写真、手芸、工芸など約
３００点を展示します。
７月７〜１１日、午前１０時〜午後５時
（１１日は午後１時まで）、東文化会館（北
野田駅前）２階ギャラリーで。無料。直
接会場へ。
問 合 同連合会
（!２２３―０２２０ !２３２―

（住民票・戸籍など証明・届出関係）1363-9313 FAX363-1586 ■美原市税事務所 市民税担当：1363-9317 FAX361-1889 納税担当：1363-9318
■市民課
（地域子育て支援センター専用 1363-4151） FAX341-0611
FAX361-1889 ■地域福祉課 1363-9316 FAX362-0767 ■子育て支援課 1341-6411
■生活援護課 1363-9315 FAX362-0767 ■保険年金課 1363-9314 FAX363-0020 ■企画総務課（美原区選挙管理委員会事務局）1363-9311 FAX362-7532
（美原区黒山782-11）1362-8681 FAX362-8676 ■美原基幹型包括支援センター 1361-1950
■自治推進課 1363-9312 FAX361-1817 ■美原保健センター
FAX361-1960 ■社会福祉協議会美原区事務所 1369-2040 FAX369-2060 ■障害者基幹相談支援センター 1361-1883 FAX361-4444

６２１７）か長寿支援課（!２２８―８３４７ !２２８―
８９１８）へ。
■北部地域整備事務所
（道路の維持、補修工事
など） 1258-6782 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）10570-02-1132
（ナビダイヤル）ま
たは251-1132 FAX252-4132
■原池公園事務所 1276-6818 FAX279-9711

■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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