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作品募集

みはら芸 術 展

（木）、午前９時〜正午にアルテベル５
階研修室で行います。
詳しくは美原区役所自治推進課にあ
る応募要項・申込書（美原区ホームペ
ージ%アドレスは下記参照&からダウン
ロード可）でご覧になれます。

成人式での市民憲章朗読者・
メッセージ発表者・実行委員を募集

7月20日 美原まちなか文庫が

美原こども館いわき・ひらおにオープン

子どもたちが自由に本を読んだり借り
たりできる「美原まちなか文庫」が、美原
こども館いわき・ひらおにオープンしま
す。
美原まちなか文庫は、市民の皆さんか
ら寄贈された本を使って、子どもが多く
の本に触れられる機会をつくる事業で
す。１月に美原区役所本館でオープンし
た後、教育委員会と連携して準備を進
め、新たに２カ所オープンすることにな
りました。
同文庫では、本の寄贈を引き続き受け
付けています。子どもに読んでもらいた

い図鑑、絵本、読み物、教育漫画などが
あれば、美原区役所本館１階、美原こど
も館いわき・やかみ・みはらきた・ひら
お、さつき野コミュニティセンター、地
域の会館に設置している回収ボックスに
投入してください。設置している会館は
美原区役所ホームページ（アドレスは下
記参照）でご覧になれます。
美原こども館やかみ・みはらきたにつ
いても、準備が整い次第オープンする予
定です。
問 合 美原区役所企画総務課
（!３６３―
９３１１ !３６２―７５３２）へ。

献血にご協力をお願いします
７月は「愛の血液助け合い運動」月間で
す。暑い時期は特に血液が不足しがちで
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。
次のとおり献血を実施しますので、協
力をお願いします。
７月２５日（水）、午前１０時〜正午、午後
１〜４時３０分、美原区役所本館１階エン
トランスホールで受け付け。

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
（!０１２０―３２６７５９
年始を除く午前９時〜午後５時３０分・祝
日が日曜日と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。

高齢者作品展
堺市老人クラブ連合会では、会員の趣
味活動の成果を発表する場として、高齢
者作品展【写真】を開催します。
絵画や書道、写真、手芸、工芸など工
夫を凝らした約３００点の作品を展示しま
す。
７月６〜１０日、午前１０時〜午後５時
（１０日は午後１時まで）、東文化会館（北
野田駅前）２階ギャラリーで。無料。直

接会場へ。
問 合 同連合会
（!２２３―０２２０ !２３２―
６２１７）か長寿支援課（!２２８―８３４７ !２２８―
８９１８）へ。

来年１月１４日（祝日）に開催する美原区
成人式で次の方を募集します。
!市民憲章朗読者
"新成人として夢などを述べるメッセ
ージ発表者
#地域の青少年指導員などとともに成
人式の企画・運営に参加する実行委員
!"は美原区在住の来年の新成人（平
成１０年%１９９８年&４月２日〜１１年%１９９９年&
４月１日生まれの方）、#は美原区在住
・在勤・在学のおおむね１８〜２５歳の方が
対象。
申 込 郵送か FAX、電子メールで住
所、氏名（ふりがな）、電話番号、生年月

日、希望項目名（!〜#のうちいずれか
１つ）を７月３１日（必着）までに、美原区
役所自治推進課（〒５８７―８５８５ 美原区黒
山１６７―１ !３６３―９３１２ !３６１―１８１７
mijishin@city.sakai.lg.jp）へ。選考!１人、
"１人（グループも可）、#若干名（グル
ープも可）。

登録統計調査員を募集

今年は、住宅・土地統計調査が実施さ
れます。従事期間は８月下旬〜１０月下
旬、報酬は５調査区担当の場合で約１０万
円。
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。

国が実施する統計調査に従事する調査
員に登録する方を募集します。
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
き２カ月程度です。

電 子
メール

メッセージ発表

市民憲章の朗読

美原本通り商店街イベント
地元野菜や地元野菜を
使ったジュースなどを販
売する「みっぱら夕市」を
開催します。
７月２１日（土）、午後６
時から美原本通り商店街
（地図参照）で。
また、
「夜店」も開催し、ステージイベン
トでは、商店街のマスコットキャラクタ
ー「みっぱら」
【写真】やストリートパフォ
ーマー「ＺＡＮＧＥ」などが登場します。

〒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

問 合 美原本通り商店街
（!３６２―１４５６
!３６２―３５５６）か商業流通課（!２２８―８８１４
!２２８―８８１６）へ。
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北余部

美原本通り
商店街

■美原第１地域包括支援センター

北余部
区民会館
池
美原にしこども園

☎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

申 込 申込書と出品料を持参のう
え、７月２日〜８月３１日に、みはら芸
術展実行委員会事務局（美原区役所自
治推進課内 !３６３―９３１２ !３６１―
１８１７）へ。

陶芸・書の展示

美原区教育・
健全育成会議
提言事業

以内）。
$版画$１０号以内で額装のもの。
$陶芸$縦・横・高さが各約５０"以
内で、安定の良いもの。オブジェ可。
$彫刻$縦・横・高さが各約５０"以
内で、重さ１０#以内の安定の良いも
の。
$写真$四切以上全紙以内で、額装
（ひも付き）のもの。銀塩・デジタルは
問わない。組写真不可。
$書$額装は幅７０"以内（横物不
可）。軸装は半切以内。
な お 、 作 品 の 搬 入 は 、１０月１８日

絵画の展示

１０月１９〜２１日にアルテベル（美原区
黒山１６７―１）で開催する「第２３回みはら
芸術展」に出品する作品を募集しま
す。美原区在住・在勤・在学か美原区
内のクラブなどで活動している１６歳以
上（高校生可）の方が対象。出品料１作
品５００円（高校・大学生は無料）。
募集する作品の種類と条件は次のと
おり。いずれも未発表のもので、１部
門につき１作品（２部門まで）。
$絵画$６〜３０号以内、軸装は幅７０
"以内。具象・抽象作品を問わず平面
作品に限る（長辺が４０．
９"以上９０．
９"

〜身近なアートを育てよう！〜

■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

