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〒587-8585　美原区黒山167-1
ホームページ   https://www.city.sakai.lg.jp/mihara/index.html
携帯サイト　    https://www.city.sakai.lg.jp/i/mihara/index.html

■市民課　　　  1363-9313　FAX363-1586　　■地域福祉課  1363-9316　FAX362-0767
■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　FAX363-0020
■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
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■美原第１地域包括支援センター
　（高齢者の生活支援に関すること）
■北部地域整備事務所（道路の維持、補修工事など）　
■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〈種別割〉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）

☎369-3070　FAX369-3038

☎258-6782　FAX258-6843
☎0570-02-1132（ナビダイヤル）
　または251-1132　FAX252-4132
☎276-6818　FAX279-9711
☎228-7429　FAX229-4454
70120-00-8400
携帯電話からは☎06-6485-5048
☎231-9741　FAX251-5631
☎231-9753　FAX251-5632
☎231-9764　FAX251-5633
☎231-9773　FAX251-5634

ホームページ（スマートフォン版）

月号
第844号7

新型コロナウイルス感染症については広報さかい２・３・12～15ページをご覧ください。
また、同感染症の拡大防止のため、本紙掲載のイベントや行事の開催を中止・延期することがあります。
最新の情報など詳しくは、各問い合わせ先にご確認ください。

詳しくはこちら→

　日常の移動に便利な電動アシスト付き自転車がレンタルできるシェアサイクルの実証実験を実施しています。
　今回は美原区役所や美原こども館、みはら歴史博物館など８カ所にシェアサイクルポート（専用駐輪場）を設置します。設置場所は、地図参照。
６月30日から利用できます。
　日常利用や周辺回遊に便利なシェアサイクルをぜひご利用ください。
利用にはアプリのダウンロードが必要。詳しくは、２次元コード参照。
問自転車企画推進課（☎228-7636　℻228-0220）

電動アシスト自転車で便利な
シェアサイクルを利用しませんか
電動アシスト自転車で便利な

シェアサイクルを利用しませんか
電動アシスト自転車で便利な

シェアサイクルを利用しませんか

15分ごとに70円
最大1,000円（12時間以内）

利用料金￥

美原B&G海洋センター

東区役所

美原こども館いわき

美原区役所別館

美原区役所

美原こども館やかみ

みはら歴史博物館 美原北I.C
美原JC

黒姫山古墳下黒山

舟渡北

北余部

美原南I.C大饗

舟渡池

北 

美原こども館
みはらきた

阪和自動車道

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
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

昨
年
度
の
市
民
憲
章
朗
読

昨
年
度
の
市
民
憲
章
朗
読

昨
年
度
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
発
表

昨
年
度
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
発
表

来年１月１０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１３年�２００１年�４月２日～
１４年�２００２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。
�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
いずれか１つ）を７月３０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 電 子

メールmij
ishin@city.sakai.lg.jp）へ。選考�若干
名、��若干名（グループも可）。
新型コロナウイルス感染症の拡

大状況により、式典内容などを変
更する場合があります。

美原区自治連合協議会　会長就任挨拶美原区自治連合協議会　会長就任挨拶
美原区自治連合協議会　会長  田中淸惠美原区自治連合協議会　会長  田中淸惠

区民の皆様
におかれまし
ては、平素よ
り自治会活動
にご理解とご
協力をいただ
き厚く御礼申
し上げます。
このたび、

各校区自治連合会の皆様方の温かい
ご支援とご厚情を賜り、令和３年４
月から、美原区自治連合協議会会長
に就任させていただきました。
当協議会は、堺市と美原区の合併

の後、平成１９年に発足して今年で１５
年目を迎え、その活動は年々充実し
ております。
長年にわたる諸先輩の皆様のご尽

力に対し、深い敬意を表すると共
に、その功績を受け継ぎ、美原区の
発展に誠心誠意努力いたしますの
で、皆様のご理解とご支援を賜りま
すよう、お願い申し上げます。
さて、昨年度から続くコロナ禍の

中、今まで当たり前だった日常が大
きく崩れ、多くの方が否応なしにそ

の変化に直面されていることと思い
ます。
自治会活動も例外ではありませ

ん。多くの行事やイベントが中止と
なり、会議など日常的な活動につい
ても、大きく影響を受けています。
社会の先行きが不透明で、孤独感

や不安が漂うこのような状況だから
こそ、日常的に近所で声を掛け合
い、気さくに話のできるつながりが
大切であると、改めて感じていま
す。まだまだ油断のできない状況が
続きますが、感染状況を見極めつ
つ、顔の見える関係を徐々に取り戻
していけるよう、自治会活動の推進
に努めてまいります。
おわりに、今後も地域のつながり

を大切に、安全安心な住みよい美原
区となりますよう、６つの校区自治
連合会が一つになって取り組んでま
いりますので、区民の皆様のお力を
賜りますようお願い申し上げ、就任
の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）

人口 ３７，６２８人

世帯数 １４，７８３世帯

人口密度 ２，８５１人／�
面積 １３．２０�
令和２年１０月１日（国勢調査結果速報値）

人のうごき
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◇休館日 ７月５・１２・１９・２６日
◇開館時間 ９時３０分～１７時１５分
（入館は１６時３０分まで）
◇観覧料 ２００円（２０人以上の団体ま
たは JAF 会員証などの提携カード

を提示の方は１６０円）。中学生以下、
市内在住の６５歳以上、障害のある方
は無料。
■Ｍ・Ｃギャラリー展示 写遊会・
河内ええトコ!写真展
美原区在住の写真愛好家による風

景写真展です【写真】。
７月３～１８日９時３０分～１７時１５分

（１８日は１５時３０分まで）、展示ギャラ
リーで。無料。

いずれも売り切れ次第終了。マイ
バッグを持参。マスクを着けて来場
してください。入場を制限すること
があります。
�７月３日（土）�１０～１２時、みはら
歴史博物館（美原区黒山２８１）ギャラ
リーと体験工房室で。
�７月１０・２４日�９時４５分～１２時、
美原区役所本館１階風の広場で。
�７月１７日（土）�１０～１２時、美原本
通り商店街（美原区北余部４５―１２）

で。
�美原朝市運営委員会（�０９０―２５９０―
８８６６）

美原区役所での朝市

美原朝市美原朝市美原朝市

◇休館日 ７月５・１２・１９・２６日
◇開館時間 １０～２０時（土・日曜
日、祝日は１８時まで）
■７月のブックフェア
�一般向け�「ブック
ツーリズム Book T
ourism」
�児童向け�「なつがきた!」
■おはなしのへやへ、ようこそ!
いずれも１５～１５時２０分。無料。
直接会場へ。
�絵本・紙芝居・パネルシアター
（おはなしひろばくれよん）�７月
１０日（土）
�おはなし会（おはなしスプーン
の会）�７月２４日（土）
■乳幼児向けおはなし会（エンジ
ェル・エッグ）
７月８日（木）１０時３０～５０分。無
料。直接会場へ。

美原図書館
の催し

美原図書館
の催し

問美原区黒山 167-14
☎369-1166　FAX 369-1168

府営美原南余部
住宅集会所前１５�２０～１６�１０

３１（土）
丹上公園１４�１０～１５�００
今井地区公民館１３�１０～１３�５０
大池公園１３�３０～１４�１０２８（水）
東初芝中央公園１４�４０～１５�４０２５（日）

かいづか公園
（さつき野）１５�２０～１６�１０

２３
（祝日）

上池公園（平尾）１４�２０～１５�００
木青会館前１３�３０～１４�１０

府営美原南余部
住宅集会所前１５�２０～１６�１０

１７（土）
丹上公園１４�１０～１５�００
今井地区公民館１３�１０～１３�５０
大池公園１３�３０～１４�１０１４（水）
東初芝中央公園１４�４０～１５�４０１１（日）

かいづか公園
（さつき野）１５�２０～１６�１０

９（金）
上池公園（平尾）１４�２０～１５�００
木青会館前１３�３０～１４�１０

府営美原南余部
住宅集会所前１５�２０～１６�１０

７／３
（土）

丹上公園１４�１０～１５�００
今井地区公民館１３�１０～１３�５０

駐車場所駐車時間日程

移動図書館・くすのき号巡回日程表

花と緑の
相談コーナー
花と緑の
相談コーナー

７月２６日（月）１３～１６時、美原区役所本館１階で。
無料。直接会場へ。
�堺市公園協会（�２４５―００７０ �２４５―００６９）

血液は、人工的に造ることができ
ず、長期間の保存ができません。輸
血に必要な血液を十分に確保するた
めには、絶えず誰かの血液が必要と
なります。
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。
皆さんの善意による献血が多くの

命を救います。
次のとおり献血を実施します。
７月２９日（木）１０～１２時、１３～１６時

３０分、美原区役所本館１階風の広場
で受付。

日本赤十字社では新型コロナウイ
ルス感染症の感染防止対策をし、安
全な献血会場の運営に取り組んでい
ます。
なお、献血の基準や府内で実施し

ている当日と翌日の献血場所につい
ては、大阪府赤十字血液センター（�
０１２０―３２６７５９�土曜日、祝日を除く９
～１７時３０分�）へ。
�美原区役所自治推
進課（�３６３―９３１２
�３６１―１８１７）

１１月７日（日）にインターネットラ
イブ配信をします。また、特設ウェ
ブサイトを開設し、地域活動団体の
PR 動画やステージ出演動画を掲載
します。詳細については、決まり次

第美原区ホームページでお知らせし
ます。
�みはら区民まつり実行委員会事務
局（美原区役所自治推進課内 �３６３
―９３１２ �３６１―１８１７）

みみははみみははらららら歴歴史史博博物物館館歴歴史史博博物物館館のののの催催しし催催ししみはら歴史博物館の催しみはら歴史博物館の催し
問美原区黒山281
☎362-2736　FAX362-2260

◇休館日７月１２・２６日
◇受付時間 ９～２０時

■歴史セミナー「平清盛と保元・
平治の乱」
講師は、郷土史研究家・檜本多

加三さん。
７月２４日（土）１０時３０分～１２時。
費用７００円。
講座内容や申込方法など詳しく

は同館へ。

アルテベルの催し
問美原区黒山167-1
☎363-6868　FAX 363-0070

みはら区民まつり  オンラインで開催第17回

ポスター作品を募集ポスター作品を募集明るい選挙啓発

将来、有権者となる児童・生徒の
皆さんが選挙や政治について関心を
持つことは、大切です。「明るい選

挙」の推進
を テ ー マ
に、ポスタ
ー作品を募
集していま
す。
小・中・

支援学校、
高校に通う

市内在住か在学の児童・生徒が対
象。詳しくは、市役所市政情報セン
ター、区役所市政情報コーナーにあ
る募集要項、市
ホームページ参
照。締切は９月
１０日（必着）。
�選挙管理委員
会事務局（�２２８
―７８７６ �２２８―
７８８３）

堺市選挙
キャラクター

「にゃんばぁーる」

明るい選挙のイメージ
キャラクター

「選挙のめいすいくん」

献血にご協力お願いします

献血キャラクター「けんけつちゃん」

令和３年（２０２１年）７月１日



利用には利用証の提示が必要で
す。利用証は市内在住の６０歳以上の
方に発行しています。
今月は「ヨーグルト＆乳酸菌」をテ

ーマに講演をします。講師は、雪印
メグミルクの社員。
７月２７日（火）１０時３０分～１１時３０

分、美原老人福祉センターで。無
料。
�受付中。直接
か電話で７月２６
日までに同セン
ターへ。先着２０
人。

美原老人福祉センター便り
問美原区黒山782-10
☎362-3939　FAX 362-1798

高齢になっても、住みやすいまち
をめざして講座を開催します。
①認知症サポーター養成講座
講座受講者に認知症サポーターカ

ードを交付します。
８月３１日（火）１３時３０分～１５時。
②認知症講演会・相談会
講師は美原病院医師・石橋誠さ

ん。講演会の後、希望者を対象に相
談会もします。
９月２日（木）１３時３０分～１４時３０

分。
③将来関わる制度について学ぼう
自筆証書遺言の書き方や成年後見

制度について、リーガルサポート司
法書士・堀内護さんが講演します。
９月７日（火）１４～１５時３０分。
いずれも、美原区役所本館５階

で。無料。
�電話か FAX で住所、氏名、電話
番号、年齢を７月２日～８月１６日に
美原基幹型包括支援センター（�３６１
―１９５０ �３６１―１９６０）へ。①②③は先
着各２０人、相談会は先着５組。配慮
が必要な方は、その旨を申し出てく
ださい。

健診受けて心も体も健康に

問美原区黒山 782-11  ☎362-8681  FAX 362-8676

がんけんしんメタボけんしん

胃・子宮・乳がん検診は２年に１回、肺・大腸が
ん検診は１年に１回継続して受けることが大切で
す。実施医療機関は、がん検診総合相談センターの
ホームページ参照。
なお、美原保健センターでは次の日程で実施しま
す。いずれも無料。

市内の医療機関でがん検診を受けられます
がん検診総合相談センター
�２３０―４６１６ �２３０―４６３６
（９：００～２０：００ １２／２９
～１／３除く）
�https���www.sakai�kenshin.jp�

７月２１日（水）午後

美
原
保
健
セ
ン
タ
ー市内在住で２０歳以上の偶数年齢の女性。

予約制。予約は美原保健センターへ。子宮がん検診

７月１２日（月）
午前か午後を選択できま
す。

市内在住で４０歳以上の偶数年齢の女性。
マンモグラフィ検査のみ。予約制。予約
は美原保健センターへ。

乳がん検診

７月６日（火）、８月５日
（木）午前

市内在住で５０歳以上の偶数年齢の方。希
望者は大腸がん検診も同時に受診できま
す。予約制。予約はがん検診総合相談セ
ンターへ。

胃がん検診
（大腸がん検診）

日時会場対象検診

次の健診・相談も行っています。いずれも美原保健センターで。
４カ月児健診、１歳６カ月児健診、３歳児健診、BCG 予防接種（対象の方に個別通知。人数
を制限しているので、個別通知以外の方は、来所を控えてください。／無料）
難病に関する相談（随時／無料）

７月８日（木）・２０日（火）・３０日
（金）
９：３０美原保健センター集合
（雨天中止）

３・８・０のつく日は「歩こうデー」 無料。
どなたでも参加できます。約１時間、健康づ
くり推進委員と舟渡池公園などを歩きます。

７月１９日（月）
９：３０～１１：００

HTLV-１検査 有料

風しん抗体検査 無料
市内在住で２０歳以上の妊娠を希望する女性とそのパートナ
ーや同居者が対象

肝炎ウイルス検査 無料
市内在住で２０歳以上の過去に肝炎ウイルス検査を受診した
ことがない方が対象

感染症検査・相談 無料
HIV、梅毒、クラミジアのセット検査です。

食生活相談／生活習慣病予防相談 予約制／無料
医師、保健師、栄養士による相談

７月２日（金）・２１日（水）・２９日
（木）、８月６日（金）
１４：００～１６：００

精神保健福祉相談 予約制／無料
こころの病気・アルコール問題などで悩む方や家族の相談

７月２日（金）午後
骨粗しょう症予防検診 予約制／６４０円
市内在住で１８歳以上の方が対象。費用が免除される場合が
ありますので、お問い合わせください。

７月２０日（火）
９：３０～１１：３０

成人の歯科相談 予約制／無料
歯科検診と相談。妊婦も可

７月６日（火）、８月３日（火）
１３：３０～１５：００

子どもの歯相談室 予約制／無料
歯科検診・フッ素塗布・歯科相談
フッ素塗布は１歳６カ月～３歳１１カ月に１回

７月１５日（木）
１０：３０～１１：１０

離乳食講習会
５～６カ月の子どもの保護者が対象

日時検診・相談など

はばタッキー

歯科
けんしん

加齢とともに衰えやすい機能を維
持するための講座。口の機能を向上
させる体操や歯科衛生士による誤嚥
（ごえん）性肺炎の予防に役立つ歯み

がきのポイントなどを話します。
７月１３日（火）１３時３０分～１５時、美
原保健センターで。おおむね６５歳以
上の方が対象。無料。筆記用具を持
参。
�電話か FAX で住所、氏名、電話
番号、年齢を同センター（�３６２―
８６８１ �３６２―８６７６）へ。先着１５人。

お口の機能アップ
（むせ予防）講座

～オーラルフレイルを予防しましょう～

親子で楽しめる催しを行ってい
ます。いずれも子育て支援活動ひ
ろば（美原区役所別館１階）で。無
料。
�１歳の会 honey（はにぃ）～マ
マのおしゃべり会～
１歳の子どもを育

てている保護者同士
で育児のアイデアや
地域の情報交換など
自由に話せる場です。
７月１３日（火）１０～１１時３０分。１
歳の子どもとその保護者が対象。
小学生以上の子どもの同伴はご遠
慮ください。
�７月２日から直接か電話、FA
X で利用者全員の氏名、電話番
号、子どもの生年月日、校区を同
課へ。先着５組。
�赤ちゃんあつまれ‼
ねんねの赤ちゃんでも安心して

過ごせます。保健師による育児相
談や保護者同士の交流、保育士に
よるふれあい遊びなどをします。
７月１６日（金）１０～１１時３０分、１３

時３０分～１５時。０歳の子どもとそ
の保護者が対象。１歳以上の子ど
もの同伴はご遠慮ください。
�７月２日から直接か電話、FA
X で利用者全員の氏名、電話番
号、子どもの生年月日、校区、希
望時間を同課へ。先着各５組。

みはらっこ
わくわくルーム
みはらっこ
わくわくルーム
みはらっこわくわくルーム（美

原区役所別館１階）は未就学児と
その保護者が気軽に集える場所と
して、たくさんの方が利用してい
ます。

�利用の案内
開設日時 月～金曜日（祝日は休
館）
�１０～１２時
�１３時３０分～１５時３０分
未就学児とその保護者が対象。

無料。入室前に手指の消毒、検
温、健康チェックの協力をお願い
します。
�利用希望日の前週月曜日から直
接か電話、FAX で利用者全員の
氏名、電話番号、子どもの生年月
日、校区、利用希望日、時間を同
課へ。先着各５組。当日の予約利
用は、同課窓口か電話で受付。１
組につき週３回まで申込可。
�７月の催し
いずれも同ルームで。未就学児

とその保護者が対象。無料。催し
ごとに予約が必要です。
�ママのほっとタイム
アロマを使ってセルフハンドマ

ッサージをします。子どもの権利
条約について話を聞きます。
７月２０日（火）１０時４５分～１１時４５

分。
�わらべうたとふれあいあそび
童歌を歌いながらベビーマッサ

ージをします。
７月２６日（月）１１～１１時４０分。
�子どもへのかかわり方
赤ちゃんとのふれあいを通し

て、赤ちゃんの発達や大切な関わ
り方を助産師から学びます。
７月２７日（火）１１～１１時４０分。
�７月５日から直接か電話、FA
X で利用者全員の氏名、電話番
号、子どもの生年月日、校区、利
用希望日を同課へ。先着各５組。

FAX で申込の場合、同課から
の折り返しの電話で確認が取れ
た時点で予約確定とします。

問美原区役所子育て支援課  ☎363-4151  FAX 341-0611
子育てにこにこ通信子育てにこにこ通信子育てにこにこ通信

子育て支援活動ひろばとみはらっこわくわくルームの利用・催し
はいずれも予約制。なお、掲載の催しは、オンライン開催へ変更・
中止することがあります。

子育て支援
　活動ひろば
子育て支援
　活動ひろば

難病患者で働きたい方や働き続け
ることに不安を感じている方を対象
に、難病患者支援センターの難病支
援員が相談に応じます（仕事のあっ

せんは行いません）。
８月２３日（月）１０時３０分～１６時（１

人９０分以内）、美原保健センター
で。無料。
�受付中。電話か FAX で氏名、電
話番号、FAX 番号を難病患者支援
センター（�２７５―５０５６ �２７５―５０３８）
へ。先着３人。

指定難病患者・
小児慢性特定疾病児童
などのための就労相談

障害のある方が作業所で作った雑
貨や陶芸品、野菜、パン、ケーキ、

菓子などを販売します。マイバッグ
を持参。入場時にはマスクの着用、
検温の協力をお願いします。
７月２１日（水）１０～１３時、美原区役
所本館１階風の広場で。
�美原区障害者基幹相談支援センタ
ー（�３６１―１８８３ �３６１―４４４４）

ド・レ・美原♬マルシェ
ミファラ

7月21日水
認知症と
高齢者を
守る講座

認知症と
高齢者を
守る講座

令和３年（２０２１年）７月１日
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