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がな）、電話・FAX 番号を１１月２〜
２４日に同館へ。先着２６０人。参加者に
記念品進呈。
■関連イベント
"美原朝市
新鮮野菜などを販売します。
１１月２３日、１２月２日、来年１月８
日、午前１０時〜正午（売り切れ次第終
了）、ギャラリーと体験工房室で。入
場無料。直接会場へ。また、ホールで
は、美原区古代米プロジェクトを映像
で紹介します。
"良宵〜蘇楽二胡コンサート
１２月１７日（日）、午後２時から、ホー
ルで。蘇楽主宰・林宏美さんと生徒の
皆さんによる二胡（にこ）の演奏です。
入場無料。
申 込 直接か電話、FAX、電子メ
ールで参加者全員の住所、氏名（ふり
がな）、電話・FAX 番号を１１月２日
〜１２月１５日に同館へ。先着２６０人。
休館日 １１月６・１３・２０・２４・２７日
開館時間 午前９時３０分〜午後５時
１５分（入館は午後４時３０分まで）
入館料 ５００円。JAF 会員証などの
提携カードを提示の方は４００円。１１
月１９・２０日は関西文化の日で無料。
１１月１〜４日は２００円。提携カード
を提示の方は１６０円。中学生以下、
６５歳以上、障害のある方は無料（い
ずれも証明書が必要）。

#""""""""""""""""""""""""""""""

ボランティア講座
あなたのやる気を応援します ボランティアオリエンテーション講座
障害者疑似体験をしたり、美原区内で
ボランティア活動をしている方の体験談
を聞いたりして、ボランティアに関する
基礎を学びます【写真】。
１１月３０日（木）、午後１時３０分〜３時３０
分、美原区役所本館で。無料。
申 込 受け付け中。電話か FAX、電
子メールで氏名、電話番号を社会福祉協

議会美原区事務所（!３６９―２０４０ !３６９―
２０６０
mihara@sakai!syakyo.net）へ。先
着４０人。
電 子
メール

お話相手ボランティアはじめませんか 傾聴ボランティア養成講座
高齢の方の話し相手をする傾聴ボラン
ティアの活動について学びます。
１１月２２・２９日、午後１〜４時、美原総
合福祉会館（美原区黒山７８２―１０）で。無
料。

認知症家族交流会
認知症の方を介護している家族を対象
に、交流会を開催します。今回は、リラ
ックスできる音楽療法も行います。
１１月１７日（金）、午後１〜３時、美原総
合福祉会館（美原区黒山７８２―１０）で。無

１４，
４７７世帯〔１６世帯増〕
２，
９２２人／!

13.20!

面積

平成２
９年１
０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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鎌倉大仏の鋳造に携わった河内鋳物
師と関東で活躍した河内鋳物師の足跡
をその作品や関連のある鋳造遺跡の出
土品からたどります。
１１月５日〜来年１月２８日。展示室
で。
委鋳出
"学芸員
員型土
による展示
会︵し
蔵埼た
解説
︶玉釣
１１月１８
県り
日、
１２月１６
教鐘
日、来年１
育の
月１３日、午
のり出
後２時から
博鐘土
３０分程度。
物︵鋳
無 料（ 入 場
館埼型
蔵玉か
料 は 必
︶県ら
要 ）。 直 接
立復
展示室へ。
嵐元
山し
■講演会
史た
１１月２５日
跡釣
（土）、ホー
ルで。入場無料。
!河内鋳物師の鋳物生産―梵鐘と湯
立釜―!講師は鋳造遺跡研究会会長・
五十川伸矢さん。午後１時３０分〜３時。
!河内鋳物師の発展と鎌倉大仏造営
―東国への進出と定着―!講師は大阪
産業大学特任教授・市村高男さん。午
後３時１０分〜４時４０分。
申 込 直接か電話、FAX、電子メ
ールで参加者全員の住所・氏名（ふり

３８，
５７４人〔１４人増〕

世帯数
人口密度
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総人口

受け付け中。電話か FAX で氏
名、電話番号を１１月１５日までに美原傾聴
ボランティア「えがお」
（小笠原 !０９０―
５０６１―７８７９ !３６２―０６４９）へ。先着３０人。
問 合 同事務所へ。
申 込

料。
申 込 受け付け中。直接か電話、FA
X で住所、氏名、電話番号、年齢を１１
月１０日までに美原基幹型包括支援センタ
ー（美原区役所本館内 !３６１―１９５０ !
３６１―１９６０）へ。先着３０人。空きがあれば
当日参加も可。

ボクシング世界チャンピオン

山中竜也選手が講演しました
世界ボクシング機構（WBO）ミニマム
級タイトルマッチに初挑戦で、新王者と
なった山中竜也選手が、１０月１０日、母校
の美原西中学校で講演しました【写真】。
山中選手は、平成７年生まれ。八上小
学校在学時からボクシングを始め、中学
卒業後はチャンピオンをめざすため進学
せず、ボクシングジムの寮に入り、トレ
ーニングと試合経験を積んできました。
卒業文集に書いた「夢はでっかく、世
界チャンピオン」を実現した自らの体験

を も と
に、夢の
実現に向
けて努力
し、家族
をはじめ
周りの方
への感謝の気持ちを忘れないことの大切
さを在校生に伝えました。
問 合 美原区役所企画総務課
（!３６３―
９３１１ !３６２―７５３２）へ。

美原朝市11月は複数のイベントに出張出店
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、次のイベントにも出張出店しま
す。いずれも売り切れ次第終了。
■美原本通り商店街つどいの広場みっぱ
ら
１１月１８日（土）、午前１０時〜正午、美原
本通り商店街内 JA 大阪南・旧北余部支

店（美原区北余部４４―１）で。
■黒山楽市楽座
１１月１９日（日）。下の記事参照。
■TGU フェスタ
１１月１９日（日）、午前１０時〜午後３時、
太成学院大学（美原区平尾１０６０―１）で。
■みはら歴史博物館特別展
左の記事参照。
問 合 美原朝市運営委 員 会（ !０９０―
２５９０―８８６６）へ。

上黒山自治会の地域活性化事業とし
て、美原朝市出品者や地区の有志の協力
により「にぎやか市」が開催されます。
バンド・吹奏楽などの演奏、すずめ踊
りといった団体演技、美原朝市やふれあ

い動物園といった模擬店の出店などを行
います。
１１月１９日（日）、午前９時〜午後１時、
上黒山総合会館前広場（美原区黒山７８２―
１"美原保健センター向かい#）で。入場
無料。直接会場へ。
問 合 美原区役所企画総務課
（!３６３―
９３１１ !３６２―７５３２）へ。

美原マラソン・駅伝大会
１２月１７日（日）、午前８時３０分から舟渡
池公園（美原区阿弥１３１―１）周回コースで
開催するマラソン・駅伝大会の参加者を
募集します。
美原区在住・在勤・在学の小学生以上
が対象。費用１人１種目につき小学生
２００円、中学生３００円、その他５００円。小
雨決行。表彰あり。駅伝のたすきはチー
ムで用意してください。保険は各自で加
入してください。なお、来場には公共交
通機関をご利用ください。
申 込１
１月２３日〜１２月７日に seno―y@
i.softbank.ne.jp へ空メールを送信し、返
信されたメールに従ってエントリーして

ください。
問 合 美原区陸上競技協会
（釜野 !
０９０―４３０４―３００１）か美原区役所企画総務課
（!３６３―９３１１ !３６２―７５３２）へ。

電 子
メール

マ
ラ
ソ
ン

種目
距離
小学４年生以下の部
小学５・６年生の部
１．
６
５#
中学生・高校生・一般女子
の部
中学生男子の部・５
０歳以上
３．
３#
の部

高校生・一般男子の部
小学生の部
（学校対抗）
駅※
制
伝 限 小学生オープンの部
時 中学生の部
（学校対抗）
間
あ 中学生オープンの部
り
高校生・一般の部

５#
８．
３#
１
１．
６#

高齢者の交通安全・詐欺被害防止
川柳コンクール入選作品発表
本紙８月号などで募集した川柳コンク
ールの入選作品が決定しました。
区民の皆さん、交通事故や詐欺に気を

付けましょう。
問 合 黒山警察署
（!３６２―１２３４ !３６３
―０８９５）へ。

美原区の方の入選作品
交通安全部門 かるがもより 上手に渡ろう 横断歩道（松内八千代さん作）
詐欺被害防止部門 トラの子を 失う前に 確かめて（吉田和彦さん作）

（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

"２４７―８８７０
1-C3-17-0021

