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あそびいちば

５月12 日（土）
５月１２日（土）、午前１０時〜午後２時、み
はら大地幼稚園で。入場無料。直接会場
へ。雨天決行。
今年のテーマは「まつり」です。模擬店や
遊びのコーナーなど楽しい企画がいっぱい
です。音楽隊によるステージもあります。
なお、同園への車の乗り入れはできませ
ん。美原区役所別館か美原保健センターの

駐車場に駐車し、美原区役所別館前ロータ
リー臨時バス乗り場からシャトルバスをご
利用ください。
また、来場にはエコバックやごみ袋を持
参し、ごみの削減に協力をお願いします。
問 合 同園
（!３６１―８７７２ !３６１―５５００）
へ。

まるむしクラブに遊びに来てね
自然豊かなみはら大地幼稚園
では、月２回、園庭を開放して
います。親子で一緒に楽しい時
間を過ごしましょう。
日程は表のとおり。いずれも

午前１０時３０分〜１１時３０分。未就
園児とその保護者が対象。入会
金１００円、各回２０円（保険料）。
直接会場へ。
問 合 同園へ。

５／８
森で思いきり遊ぼう
（火）

９／１３
泥んこで遊ぼう
（木）

５／２４
お絵かきをしよう
（木）

９／２７
体をつかって遊ぼう
（木）

６／１２ ママキッズ全体会
（火） ※午前１０時から

１０／１
８
まるむし運動会
（木）

６／１９
体をつかって遊ぼう
（火）

１０／２
５
消防フェスタに参加しよう
（木）

７／６
１１／８
子育て広場（水遊びをしよう）
こどもまつりを楽しもう
（金）
（木）

模擬店が並ぶグラウンド

ステージでのイベント

美原区区民評議会から答申
美原区区民評議会では、区域の課題解
決に向け、区の特性に応じた施策に係る
計画や方向性等について調査審議してい
ます（２ページに関連記事あり）。
平成２９年度は、誰もが元気にいきいき
と過ごせるまちづくりについて審議しま
した。３月２２日の会議では、地域の方が
身近な場所で気軽に開催できる健康をテ

登録統計調査員を募集

ーマとする講演会への支援を内容とする
答申がまとまり、市へ提出されました。
美原区役所では、区民の皆さんとの協
働で、同評議会の答申を踏まえた取り組
みを進めています。皆さんの理解と協力
をお願いします。
問 合 美原区役所企画総務課
（!３６３―
９３１１ !３６２―７５３２）へ。

電 話 か FAX 、
電子メールで 住 所 、 氏
名、電話番号を美原女性
防火クラブ事務局（美原
消防署予防課内 !３６２―
０１１９ !３６３―１４１４
mi
sho@city.sakai.lg.jp）へ。先着３０人。
申 込

電 子
メール

臨時
駐車場
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文
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美原区の皆さま、４月１日付けで美原
区長に就任しました澤田佳知です。どう
ぞよろしくお願いします。
美原区には親類が多く、私自身が隣接
地に住んでいることもあり、小さな頃か
ら美原に遊びに来ていました。第二のふ
るさとと言える愛着のある場所です。そ
んな美原区の区長を拝命したことは、光
栄でうれしい限りです。
緑豊かな自然と、黒姫山古墳をはじめ
とした多くの歴史・文化資源に加え、人々
の温かさや地域における人々の絆が強い
ことが美原区の強みであると思っており
ます。
また、阪和自動車道や南阪奈道路など
の広域幹線道路が区域内で結節してお
り、産業の立地に優れた適性がありま
す。これに加えて、黒山地区の東西で開
発が進みつつあります。これを好機と捉
えて、美原区の特徴をいかしながら、こ
のまちの更なる発展につなげることが大
きな課題であると考えています。

〒587-8585 美原区黒山167-1
ホームページ http://www.city.sakai.lg.jp/mihara/index.html
携帯サイト
http://www.city.sakai.lg.jp/i/mihara/index.html

今、市では「百
舌鳥・古市古墳
群」の世界文化遺
産登録に取り組ん
でいます。皆さま
には、より一層の
応援をお願いします。この登録が実現す
れば、堺市に国内外から多くの方が見学
に来られます。黒姫山古墳や河内鋳物師
のふるさとなど美原の魅力を発信して、
美原区にも立ち寄っていただけるような
取り組みを進めたいと思っています。
区民の皆さまが美原に誇りと愛着を持
って「住んで良かった」
「これからも住み
続けたい」と感じていただけるよう、区
役所の職員と一丸となり、「チーム美原」
として、力の限り精一杯皆さまとともに
まちづくりに取り組んでまいります。区
民の皆さまには、お気軽にお声掛けいた
だき、ご支援とご協力を賜りますようよ
ろしくお願いいたします。
美原区長 澤田佳知

■北部地域整備事務所（道路の維持、補修工事など） ☎258-6782

FAX362-0767
FAX363-0020

美原区役所庁外

美原区役所

■市民課
■地域福祉課 1363-9316
1363-9313 FAX363-1586
■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
■企画総務課（美原区選挙管理委員会事務局）1363-9311 FAX362-7532
■自治推進課
1363-9312 FAX361-1817
■美原保健センター（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 FAX361-1960
■美原区障害者基幹相談支援センター（別館） 1361-1883 FAX361-4444
■社会福祉協議会美原区事務所
1369-2040 FAX369-2060

き２カ月程度です。
登録を希望する方は、事前に電話で美
原区役所企画総務課（!３６３―９３１１ !３６２
―７５３２）へ。
問 合 同課か企画部調査統計担当
（!
２２８―７４５０ !２２２―９６９４）へ。

区長からのごあいさつ

美原女性防火クラブ防災研修会
美原女性防火クラブでは、風水害に
備えるための研修会を行います。同ク
ラブは火災や災害から家庭や地域を守
るため、美原区在住の女性で構成され
る団体です。日ごろから区内で防火・
防災に関する活動を行っています。
昨年１０月の台風２１号は市内でも多く
の被害をもたらしました。この研修会
では「台風などにどう備えたら良いか」
「避難勧告が出たらどうしたら良いか」
「避難所ではどんなことに注意するべ
きか」など、いざという時に役立つ知
識を学ぶことができます。
今回の研修会は同クラブ員以外の方
も参加できます。講師は防災クリエイ
ティブマネージメント防災士・岡本裕
紀子さん。
５月２２日（火）、午前１０時４５分〜正
午、美原消防署で（地図参照）。女性が
対象。無料。

国が実施する統計調査に従事する調査
員として登録する方を募集しています。
調査員は、対象となる世帯や事業所に
調査票を配布・回収する業務を行いま
す。担当する調査件数などに応じて、調
査完了後に報酬が支払われます。
なお、従事する期間は１つの調査につ

■上下水道局お客様センター
（水道・下水道に関すること）

■原池公園事務所
■環境業務課指導係（生活ごみなどの収集）
■粗大ごみ受付センター
■市税事務所＜三国ヶ丘庁舎＞
法人諸税課（軽自動車税に関すること）
市民税課（個人市民税・府民税に関すること）
固定資産税課（固定資産税に関すること）
納税課（納税に関すること）

FAX258-6843

☎0570-02-1132（ナビダイヤル）
または251-1132 FAX252-4132
☎276-6818 FAX279-9711
☎228-7429 FAX229-4454
7 0120-00-8400
携帯電話からは☎06-6485-5048
☎231-9741
☎231-9754
☎231-9764
☎231-9773

FAX251-5631
FAX251-5632
FAX251-5633
FAX251-5634
1-C3-18-0022

