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美原区古代米プロジェクト
昔ながらの田植え体験参加者募集
緑豊かな農地が広がる美原区では、第１・２
・４土曜日に美原朝市を行うなど、農業でつな
がるまちづくりを進めています。こうした取り
組みを更に進めるため、古代米に注目し、特産
品開発など古代米を活用したまちづくりに市民
の皆さんと共に取り組んでいます。
８年目の今年も、古代米の田植えイベント
【写真】を開催します。
６月１６日（土）、午前９時、みはら歴史博物館
（美原区黒山２８１）駐車場に集合。どなたでも参
加できます（小学生以下の子どもは２０歳以上の
付き添いが必要）。無料。荒天中止。汚れても
よい服装で、長靴・タオル・帽子・飲み物を持
参。

電話か FAX で参加者全員の住所、氏
名、電話番号、年齢を６月４〜１４日に美原区役
所企画総務課（!３６３―９３１１ !３６２―７５３２）へ。先
着２０組（１組車１台まで）。
申 込

高校生などに奨学金の申請を受け付け
高校１年生（本年度入学者）と支援学校
高等部（専攻科を除く）の在学生で、経済
的な理由で修学に困っている方に、年額
３万２，
０００円の奨学金を給付します（所得
など審査あり）。ただし、府が実施する
「奨学のための給付金」を受給できる方
（生活保護"生業扶助#・市民税所得割額
非課税世帯）を除く。

７月２〜１１日（土・日曜日を除く）、午
前９時〜午後５時１５分に美原区役所本館
３階３０２Ｂ会議室へ。選考４８０人。
詳しくは広報さかい７ページや市ホー
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 学務課
（!２２８―７４８５ !２２８―
７２５６）へ。

６階展望ロビー招待イベント
区役所展望ロビーから美原の夜空に咲く花火を見ませんか
美原区役所では、親しまれる区役所づ
くりをめざし、夜の６階展望ロビー招待
イベントを開催します。美原の夜景と打
ち上げ花火のコラボレーションをお楽し
みください。
８月１日（水）、午後７時５０分〜８時５０
分、美原区役所本館で。市内在住の方が
対象（同伴者は４人までで、市外在住の
方も可）。無料。
申 込 は が き か FAX で 代 表 者 の 住

美原区青少年指導員会主催

所、氏名、電話番号、同伴者の住所、氏
名、「花火希望」を、６月２２日（消印有効）
までに美原区役所企画総務課（〒５８７―
８５８５ 美原区黒山１６７―１ !３６３―９３１１
!３６２―７５３２）へ。市ホームページ（アドレ
スは広報さかい１ページ参照）から電子
申請も可。代表者・同伴者の重複申し込
みは不可。抽選６０人。７
月１３日ごろに当選者にの
み通知文を発送。

夏期ふれあいキャンプ

豊かな自然環境の中で青少年指導員と
ともに、マリンスポーツや野外レクリエ
ーションを体験する「夏期ふれあいキャ
ンプ」を子どもゆめ基金の助成により開
催します。
７月２１・２２日（１泊２日）、淡路青少年
交流の家（兵庫県南あわじ市）で。美原区
在住・在学の小学５年生〜中学生が対
象。費用５，
０００円。
申 込 はがき
（１通３人まで。重複申

し込みは不可）に参加者全員の住所、氏
名（ふりがなを必ず記入）、電話番号、性
別、学校名、学年、保護者氏名、
「 夏期ふれ
あいキャンプ参加希望」を６月１５日（消印
有効）までに日本郵便（株）美原郵便局留
（〒５８７―８７９９ 美原区黒山３１―６）へ。抽
選３５人。当選後は、保護者による正式な
申し込み手続きを行っていただきます。
問 合 子ども育成課
（!２２８―７４５７ !
２２８―８３４１）へ。

栄養たっぷり！おいしい！古代米料理を作って食べよう
みはらヘルスメイト（堺市健康づくり食生活改善推進
協議会美原支部）と美原保健センターが古代米を使った
調理講習会を行います。メニューは古代米ちまき、鶏の
しょうが焼き、季節の温野菜サラダ、ワカメと小松菜の
スープ、古代米ミニロールケーキなど【写真】。
６月２５日（月）、午前１０時〜午後１時、同センターで。
市内在住の方が対象。費用５００円。エプロン、三角巾、
筆記用具を持参。
申 込 電話か FAX で
住所、氏名、電話番号、
年齢を６月２０日までに同
センター（!３６２―８６８１
!３６２―８６７６）へ。先着２４
人。

「全大阪よい歯のコンクール
入賞親子 決定
〜美原地区審査〜」
「高齢者いい歯自慢コンテスト」入 賞 者
「歯と口の健康週間」（６月４〜１０日）
の一環として、５月１０日に美原保健セン
ターで、昨年度の３歳児健康診査受診者
の中から美原区を代表する良い歯の親子
を選ぶ「全大阪よい歯のコンクール〜美
原地区審査〜」と、８０歳以上で自分の歯
を２０本以上持っている方を対象に「高齢
者いい歯自慢コンテスト」を行いまし
た。
入賞者は次のとおり。
"全大阪よい歯のコンクール〜美
原地区審査〜
!最優良親子!山口敦子さん【写
真左端】、祐輝さん【写真左から３人
目】
山口さん親子は、６
月１６日に開催する「全
大阪よい歯のコンクー
ル」大阪府中央審査表
彰式で美原区代表とし
て表彰されます。

美 原朝 市
美原朝市
新鮮野菜や餅、ジャムなどの加工品を
販売しています。いずれも売り切れ次第
終了。
!６月２日（土）!午前１０時〜正午、み
はら歴史博物館（美原区黒山２８１）ギャラ
リーと体験工房室で。
!６月９・２３日!午前９時４５分〜正
午、美原区役所本館１階風の広場で。

〒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

"高齢者いい歯自慢コンテスト
!最優秀賞!佐治行雄さん【写真右端】
!狭山美原歯科医師会
長賞!森脇康さん
!奨励賞!白木ハナコ
さん
問 合 美原保健センタ
ー（!３６２―８６８１ !３６２―８６７６）へ。

■美原本通り商店街つどいの広場みっぱ
ら
次のとおり出張出店を行います。
６月１６日（土）、午前１０時〜正午（売り
切れ次第終了）、JA 大阪南・旧北余部
支店（美原区北余部４４―１ 美原本通り商
店街内）で。雨天中止。
問 合 美原朝市運営
委員会（!０９０―２５９０―
８８６６）へ。

■美原第１地域包括支援センター

☎369-3070

FAX369-3038

■北部地域整備事務所（道路の維持、補修工事など） ☎258-6782

FAX258-6843

（高齢者の生活支援に関すること）

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

美原古代米クッキング参加者募集

■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）

☎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 FAX251-5631
☎231-9754 FAX251-5632
☎231-9764 FAX251-5633
☎231-9773 FAX251-5634
1-C3-18-0022

