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いただきます
〜みそをつくる子どもたち〜

食育の大切さを考え次世代へ伝えて
いくために、美原区子育て支援地域ネ
ットワーク会議が映画「いただきます
〜みそをつくる子どもたち〜」を上映
します。上映後、管理栄養士が食育を
テーマに講話をします。
１０月３日（火）、午後１時３０分〜３
時、美原区役所で。無料。託児なし。
申 込 ９月４日から電話か FAX、

電子メールで住所、
氏名、電話番号、年
齢を美原保健センタ
ー（!３６２―８６８１ !
mihose
３６２―８６７６
@city.sakai.lg.jp）へ。
先着５０人。
ｃ２０１６
○
「いただきま
す製作委員会」
電 子
メール

市では「堺市食育推進計画（第３
しています。また、「（さ）三食きち
次）」を策定し、「堺のまちは元気や
んと食べる」
「（か）感謝して食べる」
さかい〜伝えよう堺の食育〜」をス 「（い）一緒に食べる」を、さかい食育
ローガンに、「健全な心と体を育む」 目標としています。
「豊かな人間性を育む」
「 人とつなが
なお、美原区では子どもの朝食摂
り食を伝えあう」を施策の３本柱と
取の啓発に取り組んでいます。

堺 市 長 選 挙
投票は９月 24 日 ( 日 )

午前７時〜午後８時

期日前投票・不在者投票は、９月11〜23日
午前８時30分〜午後８時
（19〜23日は午後９時まで）
美原区の有権者の期日前投票所は美原
区役所本館５階大会議室です。他の区役
所では投票できませんので、ご注意くだ
さい。
投票には投票所入場整理券をお持ちく
ださい。
期日前投票・不在者投票の方法など詳
しくは、広報さかい４ページをご覧くだ
さい。なお、第８投票区にお住まいの方
の投票所が表のとおり変更になります。
詳しくは投票所入場整理券に同封の案
内をご覧ください。
投票所入場整理券が届かなかったり、

紛失したりした場合でも、
選挙人名簿に登録されてい
れば投票できますので、投
票所か期日前投票所で係員
に申し出てください。
第８投票区
投票区名
２番地４
該当の住所区域 小平尾、平尾４
小平尾会館（美原区小平尾
２３
３―５）
変更後の投票所
※東多治井会館から変更に
なります。
問 合 美原区選挙管理委員会事務局
（美原区役所企画総務課内 !３６３―９３１１
!３６２―７５３２）へ。

就業構造基本調査にご協力を
１０月１日現在で就業構造基本調査を実
施します。国が指定した地域から抽出さ
れた世帯に属する１５歳以上の方が対象で
す。
同調査は、国内の就業構造を明らかに
するため、統計法に基づき実施するもの
で、調査結果は雇用・経済政策などの企
画立案のための基礎資料として活用され
ます。
９月上旬に府知事が発行する調査員証

を携帯した調査員が対象地域の全世帯を
訪問します。その後、調査する世帯を無
作為に選び、９月下旬に調査票の回答の
お願いに伺います。
なお、調査への回答内容を統計作成の
目的以外に使用することはありません。
皆さんの調査への協力をお願いします。
問 合 美原区役所企画総務課
（!３６３―
９３１１ !３６２―７５３２）か企画部調査統計担
当（!２２８―７４５０ !２２２―９６９４）へ。

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。
９月２８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
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平成２
９年８月１日推計
〔 〕
は前月比

●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
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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。
問 合 美原区役所企画総務課
（!３６３―
９３１１ !３６２―７５３２）へ。

平成 30年度

みはら大地幼稚園 園 児 募 集
"入園説明会
９月１１日（月）、午前１０時３０分〜１１時４５
分、同園で。
"入園願書などの受け付け
１０月３〜５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 !３６１―５５００）
か学務課（!２２８―７４８５ !２２８―７２５６）へ。

みはら大地幼稚園では、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２６年４月２
日〜２７年４月１日生まれ。１２０人。
!４歳児（２年保育）!平成２５年４月２
日〜２６年４月１日生まれ。２０人。
!５歳児（１年保育）!平成２４年４月２
日〜２５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
となります。
"入園願書などの配布
９月１日〜１０月５日、午前９時〜午後
５時（土・日曜日、祝日を除く）、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
結婚５０周年を迎える夫妻を招待して、
金婚者の集いを開催します。
昭和４２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
市"旧美原町を含む#から金婚の祝いを受
けていない方）が対象。
１１月７日（火）、堺市産業振興センター

園庭で忍者屋敷をつくる園児たち

申し込みはお済みですか
（中百舌鳥駅前）で。
申し込みの締め切りが間近ですので、
まだの方はお急ぎください。
申 込 ９月２
２日までに長寿支援課か区
役所地域福祉課にある申出書で。
問 合 長寿支援課
（!２２８―８３４７ !２２８
―８９１８）へ。

野良猫への無責任な餌やりは
やめましょう
野良猫に餌を与えるだけの行為は、同
じ境遇の猫を増やすだけでなく、猫同士
の感染症の広がりや交通事故、近隣のふ
ん尿被害などを招きます。また、放置さ
れた餌の食べ残しは、虫やカラスなどを
集める原因になり、近隣の生活環境の悪
化やご近所とのトラブルにつながりま
す。
餌を与える場合は、餌を放置せず、不
妊手術やふん尿の始末などを責任を持っ

て行い、地域の理解を得られるようにし
ましょう。
市では、地域の承諾を得てルールを守
って猫を適切に管理する「地域猫活動」を
行うグループに、不妊手術費用の一部を
助成するなどの支援を行っています。詳
しくは市ホームページ（アドレスは１ペ
ージ参照）でご覧になれます。
問 合 動物指導センター
（!２２８―０１６８
!２２８―８１５６）へ。

里親
親さ
さ んを
ん を 募集して
募 集 し て い ます
ます
保護者がいない、保護者の病気や経済
的理由、虐待など、さまざまな理由で家
族と暮らすことができない子どもがいま
す。そうした子どもを週末や一定期間預
かったり、養子縁組を前提に養育したり
する里親を募集しています。
また、里親について理解を深めるため

のパネル展を開催します。
９月１〜７日（１日は午前１０時から、
７日は午後４時まで）、美原区役所本館
１階風の広場で。無料。直接会場へ。
問 合 子ども家庭課
（!２２８―７３７１ !
２２８―８３４１）へ。

美原 朝市 が出張 出店
美原朝市が出張出店
新鮮野菜や餅、ジャムの加工品を販売
します。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つどい
の広場みっぱらにも出店します。

（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

９月１６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。
■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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