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子ども 家 庭 フォーラム
「地域で、みんなで、子育て〜親子で楽しく遊ぼう〜」を
テーマに美原区民生委員児童委員協議会・主任児童委員、
美原区子育て支援地域ネットワーク会議共催で美原区子ど
も家庭フォーラムを開催します。親子で腹話術とコーラス
をお楽しみください。

集団回収報償金の申請は８月中に

８月３
０日
（水）
１
３：３
０〜１
６：０
０
９月１
０日
（日）
９：３
０〜１
２：０
０

あらかじめ登録団体に郵送している申
請書類や新規登録など詳しくは、同課
（!３６３―９３１２ !３６１―１８１７）へ。

介護ビギナー ( 初心者 ) 教室

日時

５９５―１#）で。無料。全回参加の方に修了
証を渡します。
申 込 直接か電話、FAX で住所、氏
名、電話番号、年齢を８月２〜２４日に美
原基幹型包括支援センター（!３６１―１９５０
!３６１―１９６０）へ。先着３０人。
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平成２
９年７月１日推計
〔 〕
は前月比

市の保育士が集まり、子どもた
ちと踊って楽しめる歌や、平和を
願い命を大切にする歌を歌う活動
を行っているサークルです。

心の輪を広げる体験作文と障害者週間のポスターを募集
障害のある方とない方との心のふれあ
いを書いた体験作文と、障害のある方と
ない方との相互理解を促すポスターを募
集します。いずれも市内在住で作文は小
学生以上、ポスターは小・中学生が対象。
入賞者には賞状と図書カードを贈呈し
ます。
!作文!４００字詰め原稿用紙（縦書き）
で小・中学生は２〜４枚、高校生以上は
４〜６枚。
!ポスター!B３か四切 画 用 紙（ 縦
長）。

詳しくは市役所市政
情報センター、区役所
市政情報コーナー、障
害施策推進課などにあ
る募集要項（市ホーム
ページ"アドレスは１
ページ参照#でダウン
ロード可）でご覧にな
れます。締め切りは９ 昨年度の最優秀
月６日（消印有効）。 作品（小学生部
門）
問 合 同課
（!２２８―
７８１８ !２２８―８９１８）へ。

堺市美原消防団
内容

知っているようで知らない介護保険
高齢者を守る制度を知ろう
加齢によるカラダの変化を体験してみよう
介護技術
（安全な起こし方・移乗・移動）

９月２
７日
（水）
１
３：３
０〜１
６：０
０

いつまでも住み慣れた場所で暮らすために
薬剤師さんに聞いてみよう"高齢者とお薬

１
０月４日
（水）
１
３：３
０〜１
６：０
０

おいしく食べるために今から始める口腔
（こうくう）
ケア
食べやすくおいしくやさしい介護食

１
０月１
８日
（水）
１
３：３
０〜１
６：０
０

介護者も元気に介護予防
今どきのおむつ事情と排せつケア

１
１月１日
（水）
１
３：３
０〜１
６：０
０

認知症サポーター養成講座
介護者の方へのメッセージ

傍聴できます
次の会議を傍聴できます。
いずれも受け付けは開始３０分前から。
直接会場へ。先着各１０人程度。
■美原区教育・健全育成会議
「子どもたちの自ら学ぶ力や規則正し
い生活習慣を育む家庭・地域の関わりと
支援」について調査審議します。
８月１７日（木）、午後４時から美原区役
所本館３階３０１会議室で。
■美原区区民評議会
「誰もが元気にいきいきと過ごせるま

3

腹話術：田中弥生さん

コーラス：うたごえサークルら・ら・ら

在宅で高齢の方を介護している家族や
介護に関心のある方を対象に、介護の基
本的な知識や技術の習得に役立つ教室を
開催します。
日時と内容は表のとおり。
いずれも美原区役所本館（９月１０日は
特別養護老人ホーム美原荘"美原区平尾

8

美原区在住の田中さんがふとし
たきっかけで始めた腹話術。今で
はさまざまな場所からたくさん講
演依頼が来るようになりました。
人形はオリジナルにこだわり、全
て手作りです。

８月２６日（土）、午前１０〜１１時３０分、美原区役所本館で。
未就学児とその保護者が対象。無料。
申 込 ８月３日から電話か FAX で参加者全員の氏名、
電話番号、子どもの年齢を美原区役所子育て支援課（!３６３
―４１５１ !３４１―０６１１）へ。先着５０組。

美原区

&)!
)(+25#&%25.$

●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

美原区域で、今年２〜７月に実施した
古紙や衣類などの集団回収に対する報償
金は、８月３１日までに美原区役所自治推
進課へ申請してください。
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ちづくり」について調査審議します。
８月１８日（金）、午後３時から美原区役
所本館５階大会議室で。
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資料は、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
（!３６３―
９３１１ !３６２―７５３２）へ。

大阪府消防操法訓練大会優勝に向け奮闘中
堺市美原消防団は、９月３日に大阪府
立消防学校で開催される大阪府消防操法
訓練大会に向け、４月から夜間に週３回
のポンプ操法訓練を行っています。
５月からは実際に放水し、本番さなが
らの訓練を行っています【写真】。
市の代表として、同大会「ポンプ車の
部」での初出場・初優勝をめざし、団員
が一致団結して訓練に励んでいますの
で、応援をよろしくお願いします。消防
団の活動は市ホームページ（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 美原消防署
（!３６２―０１１９ ３６３―
１４１４）へ。

堺自転車安全利用講習会
ーヘルメット購入補助券もらえますー
市内在住の６５歳以上の方を対象に堺自
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（広
報さかい７ページに関連記事あり）を配
布します。
１０月３日（火）、午後２〜３時、アルテ
ベル（美原区黒山１６７―１）で。

申 込 受け付け中。市役所市政情報セ
ンター、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）を同課（!２２８―
７６３６ !２２８―０２２０）へ。市ホームページ
から電子申請も可。先着８０人。

８月１日 ( 火 )、午後 5 時以降の美原区役所展望ロビーの一般利用はできません。
（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

■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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