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美原まちなか文庫
本を入れ替えました
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」では、利
用者がたくさんの本に触れられる機会を
作るため、定期的に本の入れ替えを行っ
ています。昨年12月10・11日に各設置場
所で本の入れ替えを行いました。設置場
所は美原区役所本館【写真】、美原こども
館 4 館（いわき・ひらお・みはらきた・
やかみ）、美原余部・丹上郵便局です。

●寄贈を受け付けている本
子ども向けの図鑑、絵本、読み物、学習漫画など
●寄贈する方法
美原区役所企画総務課に直接持ち込むか、美原まち
なか文庫回収ボックスに投入する。回収ボックスの設
置場所は下記表参照。

家庭

回収ボックス設置場所

本の寄贈

時間

美原区役所本館１階
美原こども館 いわき
（美原区太井 674）

月・火曜日（火曜日
が祝日の場合は、翌
９〜 17 時 水 曜 日も 休 館 ）
、祝
日、12 月 28 日〜１月
５日

美原こども館 ひらお
（美原区平尾 185）
美原こども館 みはらきた
（美原区真福寺 51-6）
美原こども館 やかみ
（美原区大饗 160-1）

日曜日（ただし第３日
９〜 18 時 曜 日は 開 館 ）
、12 月
29 日〜１月３日

さつき野コミュニティセンター
（美原区さつき野東１丁目 6-10）

同文庫で使用している本は、すべ
て市民の皆さんから寄贈された本
です。これからもたくさんの本を並
べられるよう、引き続き本の寄贈を
受け付けています。

新年明けまして
おめでとうござい
ます。皆様におか
れましては、輝か
しい新年を迎えら
れたこととお慶び
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。
昨年から新型コロナウイルス感染
症が猛威を振るい続け、現在も全く
予断を許さない状況です。コロナ禍
では、社会・経済生活のあらゆる面
で大きな打撃を受け、新たな行動様
式が必要とされるなど、まさに激動
の一年となりました。
自治会活動でも、地域のまつりや
イベントの多くが中止になり、清掃
活動や毎月の集会などの日常的な活
動についても、大きく制約せざるを
得ない時期もありました。しかし、
コロナ禍にあっても、感染防止対策
を講じた上で、地域活動を粘り強く
実施しています。

山本 重信

災害時の避難所についても、感染
拡大防止のため収容できる人数に制
限を受けるようになりました。美原
区では当協議会が中心となり、コロ
ナ禍を踏まえた避難所運営を想定し
た訓練を実施するなど、地域の防災
力を向上する取り組みを進めており
ます。
このような大変厳しい状況におい
ても、やるべきことがあると信じ、
地域では今日も多くの方が活動を続
けています。
また、当協議会では「安全・安心
のまちづくり」の実現に向けて、地
域でのコミュニティ活動や、防犯活
動など、さまざまな活動を行ってい
ます。
今後も引き続き自治会活動にご協
力いただきますようお願い申し上げ
ますとともに、本年が皆様にとって
幸多き年となりますよう、ご健康と
ご多幸を祈念し新年のご挨拶とさせ
ていただきます。
!美原区役所自治推進課（!３６３―
９３１２ !３６１―１８１７）

美原余部郵便局（美原区北余部 52-2）
土・ 日 曜 日、 祝 日、
９〜 17 時
12 月 31 日〜１月３日
美原丹上郵便局（美原区丹上 394）
詳しくは美原区ホームページ参
照。

地域の会館

美原区役所企画総務課（☎363‑9311 ℻362‑7532）

新成
成人
人 の門
の 門 出を
出 を 祝福
祝福

自治
治会
会活動にご協力をお願いします
美原区自治連合協議会 会長

休館日

９〜 20 時 12 月 29 日〜１月３日

１月１１日（祝日）、アルテベル
（美原区黒山１６７―１）
ホールで開催
を予定している美原区成人式は、
新型コロナウイルス感染症の拡大
状況により、式典を中止する場合
があります。
最新の情報や式典
当日の感染症対策に
ついては、市ホーム

ページ
（２次元コード）
か美原区ホ
ームページ参照。
恩師からのメッセージ動画を美
原区ホームページに掲載します。
掲載期間は１月１１日、１５時〜３月
３１日。
!美原区役所自治推進課（!３６３―
９３１２ !３６１―１８１７）

きょう

さ か い

阪響やSACAY
大阪
大阪交響楽団員によるチェロ
とホルンのコンサートを開催し
ます。
曲目は、「ベートーヴェン／
エリーゼのために」
「岡野貞一／
ふるさと」
「 山田耕筰／この道」
など。
１月１３日（水）、１２時１０分か
ら、美原区役所本館６階展望ロ
ビーで。無料。
出演は、増山頌子さん（チェ

ロ）
【写真
右 】、 青
木宏朗さ
ん（ ホ ル
ン）
【写真
左】
。
１１時か
ら会場で整理券を配布。先着３０
人。
!文化課（!２２８―７１４３ !２２８―
８１７４）

新型コロナウイルス感染症については広報さかい３・４ページをご覧ください。
また、同感染症の拡大防止のため記事に掲載している予定を中止・延期することがあります。
詳しくはこちら→
■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）

美原区役所

ホームページ（スマートフォン版）

■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
■堺市社会福祉協議会美原区事務所
1369-2040 FAX369-2060

FAX362-0767
FAX363-0020

美原区役所庁外

〒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

■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-C3-20-0048

