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新成人の門出を祝福
新成人の門出
出を祝福

美原区成人式
1月14 （祝日）午前10時から
1月14日
10
アルテベルホールで
成人式を開催します。平成１０年（１９９８年）４月２日〜１１年（１９９９年）４月
１日に生まれた方が対象です。
式典の第１部では、新成人による市民憲章の朗読とメッセージ発表な
どを行います。
第２部では、新成人を祝福するアトラクションとして、美原高校ダン
ス部と農芸高校音楽部によるステージや、小・中学校の恩師へのインタ

ビューを行います。
当日は案内状を持参してください。なお、美原区外に在住の方（案内
状のない方）も受付で申し出れば入場できます。
駐車場には限りがあります。来場には公共交通機関をご利用くださ
い。
問 合 美原区役所自治推進課
（!３６３―９３１２ !３６１―１８１７）へ。

自治会活
活動
動 に ご 協 力を
力 を お 願 い しま
します
美原区自治連合協議会 会長

美原 未来・まちデザインカフェ

山本 重信

〜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
様には心よりお見舞い申し上げます。
気軽に集い、交流し、自由に話し合う
今回の災害を受けて、改めて、「自助
・共助」の大切さを実感したことは言う 「美原 未来・まちデザインカフェ」を開
催します。
までもありません。
皆さんで情報交換をしながら、美原区
自治会では、「災害に強いまちづくり」
を元気にするアイデアや活動を生み出し
「安全・安心のまちづくり」を実現するた
ましょう。
め、防災訓練や青色防犯パトロール、子
今回は堺南すこやかファーム推進会理
どもの見守り活動など、さまざまな活動
に取り組んでいます。今後も引き続き自
治会活動へご参加賜りますようお願い申
し上げます。
結びにあたりまして、本年も皆様のご
■古代米を使った餅つき大会
健康とご多幸を祈念いたしまして、新年
美原区古代米プロジェクトの協力
のご挨拶とさせていただきます。
問 合 美原区役所自治推進課
（!３６３―
事業者であるサニーカフェ（美原区
９３１２ !３６１―１８１７）へ。
北余部７６―３）が、古代米を使った餅
つき大会【上写真】を開催します。
サニーカフェは、NPO 法人えん
が運営する障害者支援施設です。障
害のある方に就労や生産活動の機会
みはら音楽フェスティバルは、区民
進課内 !３６３―９３１２ !３６１―１８１７）
を提供し、自立した生活や社会参
の皆さんが企画・運営する音楽イベン
へ。
加、一般就労につながるよう支援し
トです。
ています。
稲岡満男＆音楽工房 プロフィール
今回は、世界の民族音楽を演奏する
また、昨年１１月からは「美
民族楽器研究家の稲岡満男を中心に、各
稲岡満男＆音楽工房【写真】が出演しま
原の古代米」の出荷準備の作
分野の一流アーティストで結成されたプ
す。たくさんの珍しい民族楽器を使っ
業もしており、古代米を活用
ロの音楽家集団。世界の民族音楽、民族
楽器を通じて国際理解教育をテーマとす
て音楽を奏でます。華やかな民族衣装
したまちづくりの一翼を担っ
る公演活動を行っている。公演は日本だ
や舞踏とともにお楽しみください。
ています。
けでなく、世界各地で年間200回以上に
２月３日（日）、午後１時３０分〜３時
１月２６日（土）、午前１１時か
及ぶ。
３０分、アルテベル（美原区黒山１６７―１）
ら（餅がなくなり次第終了）、
ホールで。無料。直接会
同カフェで。無料。
問 合 同カフェ
（!・!３６２
場へ。先着５２５人。
―８６２０）か美原区役所企画総務
駐車場には 限 り が あ
課（!３６３―９３１１ !３６２―７５３２）
ります。来場には公共交
へ。
通機関をご利 用 く だ さ
■酒蔵見学
い。
問 合 みはら音楽フェ
古代米を使った清酒「美原
スティバル実行委員会事
くろひめ」や天野酒の醸造元
務局（美原区役所自治推
である西條（河内長野市長野

明けましておめで
とうございます。皆
様には健やかに新年
を迎えられ、ますま
すご清祥のこととお
慶び申し上げます。
平素は、自治会活
動にご理解とご協力を賜り、誠にありが
とうございます。美原区自治連合協議会
を代表して厚く御礼申し上げます。
昨年は大阪北部地震や台風２１号などに
よる災害が発生し、大阪府内でも多くの
被害がありました。
台風２１号は、美原区においても甚大な
被害をもたらし、大規模停電や住居被害
も多く発生しました。被害に遭われた皆

美原区古代米プロジェクト

み はら音 楽 フェスティバ ル

〒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

町）の酒蔵を見学します【下写真】。
２月９日（土）、河内長野駅に午前
１０時集合、午前１１時３０分解散。２０歳
以上の方が対象。費用６００円。
申 込 往復はがきで住所、氏名、
電話番号を１月２５日（必着）までに堺
伝統産業会館（〒５９０―０９４１ 堺区材
木町西１丁１―３０ !２２７―１００１ !
２２７―５００６）へ。１通２人まで。抽選３０
人。

■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

事長・柴田美治さんを招き、「人もまち
も『農業』で元気に!」をテーマに行いま
す。
１月１６日（水）、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。

■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

