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美原 未来・まちデザインカフェ
みはらについて和やかな雰囲気の中で語りましょう
美原区のまちづくりに関心のある方が気
軽に集い、交流し、自由に話し合う「美原
未来・まちデザインカフェ」を開催しま
す。
皆さんで情報交換をしながら、美原区を
元気にするアイデアや活動を生み出しまし
ょう。
今回は中百舌鳥でカフェ「メゾン・ド・
イリゼ」を運営するグランディーユ代表取

美原女性防火クラブ
■防災講習会
台風や大雨で家が浸水した場合、衛生
的な観点から住み続けるためにはどうし
たらいいのかを生活衛生センターの職員
が講演します。また、非常食の調理や試
食も行います。
９月１１日（火）、午前１０時〜正午、美原
臨時
駐車場
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美原区役所別館
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美原区役所前
文

美原区役所東口
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（美原消防署３階）
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黒山
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いちじくクッキー
「旅するイリゼ」

小笠原恭子さん

〜グランディーユ事業紹介〜
精神障害者やニート、ひきこもりの経済的な自立支援を
目的とするカフェ「メゾン・ド・イリゼ」を中百舌鳥で営業
中。
その他にも、障害のある方に創作活動や生産活動、社会
との交流などの機会を提供する地域活動支援センターぜる
こばを運営している。

子育て世代の「備える」防災講演会

園児
児募
募集

みはら大地幼稚園
みはら大地幼稚園では、来年４月に入
園する幼児を次のとおり募集します。
"入園資格と募集人数
幼児とその保護者の住所が美原区にあ
る方。
!３歳児（３年保育）!平成２７年４月２
日〜２８年４月１日生まれ。１２０人。
!４歳児（２年保育）!平成２６年４月２
日〜２７年４月１日生まれ。２０人。
!５歳児（１年保育）!平成２５年４月２
日〜２６年４月１日生まれ。３５人。
"保育料
保護者世帯の市民税額などに応じた額
となります。
"入園願などの配布
９月３日から、午前９時〜午後５時
（土・日曜日、祝休日を除く）、同園か美
原区役所本館１階市政情報コーナーで。

締役・小笠原恭子さんを招き、「美原区産
のいちじくを使ったお菓子『旅するイリゼ』
ができるまで」をテーマに行います。
９月２７日（木）、午前１０時３０分〜正午、美
原区役所本館５階大会議室で。無料。直接
会場へ。
問 合 美原区役所企画総務課（!３６３―
９３１１ !３６２―７５３２）へ。

"入園説明会
９月１０日（月）、午前１０時３０分〜正午、
同園で。
"入園願などの受け付け
１０月２〜４日、午後１〜５時、美原区
役所本館３階３０１会議室で。
問 合 同園
（!３６１―８７７２ !３６１―５５００）
か学務課（!２２８―７４８５ !２２８―７２５６）へ。

美原区子育て支援地域ネットワーク会
議では、「防災クリエイティブマネージ
メント」の防災士・岡本裕紀子さんを招
き、子育て世代を対象に災害への備えや
避難場所について講演します。非常食の
試食や応急手当ても体験できます。大切
な家族の命を守るために、今できること
から始めましょう。
１０月３日（水）、午前１０時〜正午、美原

保健センターで。美原区在住の未就学児
を持つ保護者と美原区内で子育て支援に
携わっている方が対象。託児あり。
申 込 ９月３日から電話か FAX で住
所、氏名、電話番号、託児を希望する方
は子どもの年齢を同センター（!３６２―
８６８１ !３６２―８６７６）へ。先着５０人（託児は
先着１２組）。

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。
９月２０日（木）、午後３時３０分から美原
区役所本館５階大会議室で。
傍聴を希望する方は直接会場へ。午後

３時から受け付け。先着１０人程度。
過去の会議録など詳しくは、美原区ホ
ームページ（アドレスは下記参照）でご覧
になれます。
問 合 美原区役所企画総務課
（!３６３―
９３１１ !３６２―７５３２）へ。

竹登りをする園児

消防署（地図参照）で。女性が対象。無料。
申 込 電話か FAX、電子メールで住
所、氏名、電話番号、「防災講習会参加希
望」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
misho@city.sakai.lg.jp）へ。先着３０人。
■クラブ員募集
美原女性防火クラブでは、クラブ員を
募集しています。美原区在住の女性が対
象。無料。
主な活動は次のとおり。
!防火・防災・救急に関する研修や訓練
!自治会などの自主防災訓練への参加
!火災予防運動での啓発【写真】
和気あいあいとした雰囲気の中で、情
報交換や仲間
づくりができ
ます。都合に
応じて参加で
きます。
問 合 同事
務局へ。
電 子
メール

ごみ処理施設見学会〜ごみのゆくえを知ろう！〜
皆さんの家庭から出たごみが処理され
る工程を見学します。
見学する施設は、焼却処理をするクリ
ーンセンター臨海工場（堺区築港八幡町
１―７０）と古紙を原料にトイレットペーパ
ーを製造するリバース本社工場（泉南市
男里）。
１０月１６日（火）、午前９時１５分〜午後３
時３０分、美原区役所で集合、解散。市内

電 子
メール

シニアフェスティバル
美原老人福祉センター（美原区黒山７８２
―１０）では、６０歳以上の方の健康や教養の
向上のためレクリエーション活動を行っ
ています。１年に１回の集大成として演
芸・展示部門の各クラブ・同好会の皆さ
んによる発表会を開催します【写真】。ど
なたでも観覧できます。
９月１５日（土）、午前９時３０分〜午後４
時、同センターで。無料。直接会場へ。

〒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 同センター
（!３６２―３９３９ !３６２
―１７９８）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

在住の中学生以上の方が対象。無料。昼
食は各自で。
申 込 はがきか FAX、電子メールで
参加者全員の郵便番号、住所、氏名（ふ
りがな）、電話番号、「１０月１６日参加希
望」を９月２０日（必着）までに資源循環推
進課（〒５９０―００７８ 堺区南瓦町３―１ !
shijyun@city.sa
２２８―７４７９ !２２８―７０６３
kai.lg.jp）へ。抽選３５人。

■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

