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子ども向けの本を
寄贈してください
美原区教育・健全育成会議提言事業
美原まちなか文庫 をスタートします
区域の読書環境を整備する「美原まちなか文庫」をス
タートします。地域や家庭で読まなくなった本を集
め、区内の子どもが集まる場所に置くことで、子ども
が多くの本に触れられる機会を作ります。
この文庫を充実させるためには、たくさんの本が必
要です。家庭などに読まれなくなった子ども向けの本
があれば、寄贈してください。

●寄贈いただきたい本 子どもに読ませたい・読んでもらいたい本
（図鑑・絵本・読み物・教育漫画など）
ただし、寄贈いただいた本の内容や状態によっては配架しない場合
があります。
●受付開始日 １２月１日
●寄贈いただく方法 美原区役所企画総務課に直接持ち込むか、表の
美原まちなか文庫回収ボックスに投入する。
場所
美原区役所本館１階
美原こども館
美原こども館
美原こども館
美原こども館

いわき（美原区太井６７４）
やかみ（美原区大饗１６０―１）
みはらきた（美原区真福寺５１―６）
ひらお（美原区平尾１８５）

さつき野コミュニティセンター
（美原区さつき野東１丁目６―１０）

１２月１〜３１日、歳末警戒を実施しま
す。歳末における事件・事故の未然防止
を図るため、黒山警察署では街頭キャン
ペーンを実施し、次の内容を重点に警戒

13.20!
平成２
９年１
１月１日推計
〔 〕
は前月比

家庭
本の寄贈
美原区役所

午前９時〜
午後５時

月・火曜日（火曜日が
祝日の場合は、翌水
曜日も休館）、祝日、
１２月２８日〜１月５日

午前９時〜
午後６時

日曜日（ただし第３
問 合 美原区役所企画総務課
日曜日は開館）、１２
月２９日〜１月３日
（!３６３―９３１１ !３６２―７５３２）へ。

※美原まちなか文庫は美原区役所本館１階で
１月にスタートする予定です。

地元で採れた野菜や古代米を使った
ぜんざい、菓子などを販売する「みっ
ぱら年末市２０１７」に、美原区古代米プ
ロジェクト協力事業者の皆さんが出店
します。抽選会も行い、商店街のマス
コットキャラクター「みっぱら」も登場
します。
小学生から新成人への花束贈呈

ください。
問 合 美原区役所自治推進課
（!３６３
―９３１２ !３６１―１８１７）へ。

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、年末年始
０１２０―３２６７５９
を除く午前９時〜午後５時３０分#・日曜
日と祝日が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。

赤十字健康生活支援講習

歳末警戒を実施します

２，
９２０人／!

美原区古代米プロジェクト

自立をめざした介護を学ぶ

高齢の方の自立をめざした介護や地域
での支援、高齢期を健康に過ごすために
役立つ知識や技術を学びます。美原区在
住の１５歳以上の方が対象。
２月１日〜３月１日の木曜日（２月第
２週は水曜日）、午後１時３０分〜４時（初
日と最終日は午後４時３０分まで）、美原
区役所本館で。全５回。無料。

人口密度
面積

美原本通り商店街イベントに協力事業者が出店

献血にご協力をお願いします
１２月は大阪府献血推進月間です。冬は
献血者が少なく、血液が不足することが
あります。皆さんの献血を通じた善意
が、多くの方の命を救います。
美原区では、次のとおり献血を実施し
ます。ぜひ、ご協力をお願いします。
１２月１５日（金）、午前１０時〜正午、午後
１〜４時３０分、美原区役所本館１階風の
広場で。

１４，
４８０世帯〔３世帯増〕

時間
休館日
午前９時〜
１２月２９日〜１月３日
午後８時

美 原区 成人 式

１月８日（祝日）、午前１０時からアル
テベル（美原区黒山１６７―１）ホールで美
原区成人式を開催します。
平成９年（１９９７年）４月２日〜１０年
（１９９８年）４月１日に生まれた方が対
象。対象の方には１２月上旬に案内状を
郵送します。
同世代の若者と青少年指導員で構成
する美原区成人式実行委員会が、新成
人の皆さんの門出を祝福するアトラク
ションを企画しています。
一生に一度の成人式に、ぜひご出席

３８，
５４９人〔２５人減〕

世帯数

●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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１月８日

総人口

１２月１６日（土）、午前１０時〜午後６
時、美原本通り商店街（美原区北余部
４４―１）で。入場無料。直接会場へ。
問 合 同商店街
（!３６２―１４５６ !３６２
―３５５６）か美原区役所企画総務課（!３６３
―９３１１ !３６２―７５３２）へ。

出店者
!サニーカフェ＆ハウス
古代米ぜんざい
!美原朝市
新鮮野菜や古代米
!いきぷろ
美原区の子どもたちと地域事業者が
共同開発した古代米クッキー

いきぷろでは子どもたちのアイデアを募集

sakai ARTcation 2017 受賞作品巡回展
１０月に健康福祉プラザで開催した、障
害のある方の作品展「sakai ARTcation
２０１７」の受賞作品の巡回展を行います。
１２月１１〜１５日、美原区役所本館１階風

の広場で。無料。直接会場へ。
問 合 同プラザ市民交流センター
（!
２７５―５０１７ !２４３―０３３０）か障害施策推進
課（!２２８―７８１８ !２２８―８９１８）へ。

区民評議会や区教育・健全育成会議等の取り組み

支援員養成講習

直接か電話、FAX、郵送、電子
メールで住所、氏名（ふりがな）、昼間に
連絡の取れる電話番号、健康生活支援講
習受講希望を１２月２８日（消印有効）までに
日赤堺市美原区地区事務局（〒５８７―８５８５
美原区黒山１６７―１ 美原区役所自治推
mi
進課内 !３６３―９３１２ !３６１―１８１７
jishin@city.sakai.lg.jp）へ。抽選３５人。
申 込

電 子
メール

を呼び掛けます。
"特殊詐欺撲滅に向けた対策の強化
"金融機関やコンビニにおける強盗な
どの犯罪の抑止活動の強化
"交通死亡事故抑止活動の強化
問 合 黒山警察署生活安全課
（!３６２―
１２３４ !３６３―０８９５）へ。

美原区区民評議会と美原区教育・健全
育成会議の取り組みをパネルで紹介しま
す。
また、美原図書館での「子ども司書」の
取り組みも紹介します。

１２月１６〜２８日、美原区役所本館１階風
の広場で。無料。直接会場へ。
問 合 美原区役所企画総務課
（!３６３―
９３１１ !３６２―７５３２）か美原図書館（!３６９―
１１６６ !３６９―１１６８）へ。

傍聴できます

■美原区区民評議会
「誰もが元気にいきいきと過ごせるま
ちづくり」について調査審議します。
１２月２２日（金）、午後３時から。
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、非公開か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。

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。
美原区役所本館５階大会議室で。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。
１２月２１日（木）、午後３時３０分から。

（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
FAX361-1889 ■地域福祉課 1363-9316 FAX362-0767 ■子育て支援課 1341-6411（ 子育て相談等 1363-4151 ） FAX341-0611
■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…!２３１―９７６４
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