人のうごき

１１

人口

152号

第

３８，
４１０人〔１７人減〕

世帯数

月号

１４，
６１７世帯〔６世帯増〕

人口密度

平成30年（2018年）

２，
９１０人／!
１３．
２０!

面積

平成３
０年１
０月１日推計
〔 〕
は前月比

美原区広報 編集・発行：美原区役所企画総務課

参加者
募集

美原区ハート&トークセッション

「美原区の魅力を考える」をテーマに、市長・区
長が区民の皆さんと意見交換を行います。ファシ
リテーターは桃山学院大学非常勤講師・尾谷雅彦
さん。パネリストは堺観光ボランティア協会理事
長・川上浩さん。
また、参加者の子どもを対象に、おはなしひろ
ばくれよんと乳幼児読み聞かせサークル・エンジ
ェルエッグ、みはら子ども司書、「美原 未来・ま
ちデザインひろば」の協力を得て、「絵本のひろ
ば」を設置します。絵本の読み聞かせや美原巨大
すごろく、美原かるたで遊べます。
１２月２日（日）、午前１０〜１１時１５分、美原区役所
本館１階風の広場で。

同時開催

美原区魅力発見まち歩き

ファシリテーター

美原区ハート＆トークセッションの参加者を対象に、
「 美原区魅
力発見まち歩き」を開催します。
大人向けコースと子ども向けコースに分かれて、美原区在住の
堺観光ボランティアガイドと一緒に上黒山・阿弥地区を歩きま
す。子ども向けコースでは、まち歩きの最後に気になったり、教
えてもらったポイントをメモしたり、絵を描いたりして、自分だ
けの地図を作ります。
時間は、同セッション終了後から午後０時３０分まで。子ども向け
コースは小学生以下の子どもとその同伴者が対象。

尾谷 雅彦さん

パネリスト

川上 浩さん

電 子
メール

美原 未来・まち
デザインカフェ

美原金岡線 「下黒山西」バス停を追加
１１月１２日から美原金岡線（地下鉄新金
岡駅前〜美原区役所前）の「太井」と「美原
区役所前」の間に、「下黒山西」バス停を
追加します（地図参照）。これに伴い、ダ
イヤを一部変更します。
ダイヤなど詳しくは、南海バ
!!www.nank
スホームページ（http#
aibus.jp!）でご覧になれます。
問 合 公 共 交 通 課（ !２２８―
７５４９ !２２８―８４６８）へ。

あな た の や る 気 を 応 援 し ま す

ボランティアオリエンテーション講座
美原区内でボランティア活動をしてい
る方の体験談を聞き、ボランティアに関
する基礎を学びます【写真】。
１１月２９日（木）、午後１時３０分〜３時３０
分、美原区役所で。無料。
申 込 受け付け中。電話か FAX、電
子メールで氏名、電話番号を社会福祉協
議会美原区事務所（!３６９―２０４０ !３６９―
２０６０
mihara@sakai"syakyo.net）へ。先

着４０人。

美原区古代米プロジェクトの協力
事業者であるミュージアムカフェ風
遊（美原区黒山２８１ みはら歴史博物
館内）が、農芸高校と共同でご当地
バーガー「堺・黒姫山古墳バーガー
【写真】」を開発しました。
東 区 の パ ン 店「 have fun
BAKERY」で作られた美原の古代

自

阪和

美原区役所

米を使ったバンズに農芸高校で育て
た乳牛の肉「マザービーフ」を練り込
んだパティと美原朝市で販売してい
る新鮮な野菜を挟みました。
この開発を記念して３日間の限定
販売と同校の生徒によるマザービー
フについての説明会を行います。
１１月２３〜２５日、午前９時〜午後４
時３０分（ 売 り 切 れ 次 第 終
了）、同カフェ風遊で。説
明会は１１月２３日（祝日）、午
後１時３０分〜２時３０分、み
はら歴史博物館内体験工房
室で。
問 合 同カフェ風遊（!
３６２―８６２０）か美原区役所企
画総務課（!３６３―９３１１ !
３６２―７５３２）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

美原区役所前

（バスターミナル内）

道
動車

美原区古代米プロジェクト

います。
１１月１８日（日）、午前９時〜午後１時、
上黒山総合会館前広場（美原区黒山７８２―
１!美原保健センター向かい"）で。入場
無料。直接会場へ。
問 合 上黒山自治会
（会長川口 !・
!３６１―０９２２）か美原区役所企画総務課（!
３６３―９３１１ !３６２―７５３２）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

太井
西藤井寺線

協力事業者がご当地バーガーを開発

電 子
メール

上黒山自治会の地域活性化事業とし
て、美原朝市や地区の有志の協力により
「黒山楽市楽座にぎやか市」を開催しま
す。バンドや大正琴などの演奏、すずめ
踊りなどの団体演技、美原朝市やふれあ
い動物園といった模擬店の出店などを行

バス停追加

下黒山西

号
９
０
３
道
国

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。
今回は日本ベビーダンス協会認定イン
ストラクター・西上智恵さんを招き、
「産後ママを応援!ベビーダンスで子育

同課へ。まち歩きの子ども向けコースにつ
いては、美原図書館（!３６９―１１６６ !３６９―１１６
８）へ。

川
除
西

みはらについて和やかな
雰囲気の中で語りましょう

てを楽しめる環境に」をテーマに講演を
行います（ベビーダンスの体験はありま
せん）。
ベビーダンスとは、保護者が抱っこひ
もで赤ちゃんを抱っこしながらリズムに
合わせて踊る、ママもパパも一緒に楽し
めるエクササイズです。スキンシップで
赤ちゃんに安心感や満足感をもたらす効
果が期待できます。
１１月３０日（金）、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。

問合

申込

１１月２日から、電話か FAX、電子メールで参加者全員の住所、氏名、電話番号、子どもの年齢、希
望のコース（大人向け・子ども向け）、手話通訳・要約筆記希望の有無を美原区役所企画総務課（!３６３―
９３１１ !３６２―７５３２
mikisou@city.sakai.lg.jp）へ。手話通訳・要約筆記を希望する場合は１１月１６日まで
に要申込。先着１００人程度。

■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

