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第186号
月号
令和３年（2021年）９

〒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846号9

人口 ３７,４２７人〔１７人減〕

世帯数 １４,８９２世帯〔４世帯増〕

人口密度 ２,８３５人／�
面積 １３．２０�

令和３年８月１日推計〔 〕は前月比

人のうごき

みはら区民まつりのオンライン開催を盛り上げるスペシ
ャルゲストとして、平成26年度美原区の魅力を伝える「美
原もん大使」として、みはら区民まつりなどのイベントに
参加した、お笑い芸人・見取り図【写真】が出演します。
ライブ配信は11月７日（日）。

問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）

９月１日からインスタグラム、ツイッターを開設します。みはら区民まつりに関する魅力的な情報を発信します。
２次元コードから各アカウントのフォローをお願いします。

インスタグラム ツイッター

民まつりに関する魅力的な情報を発信します区民区区民区区民区

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
みはら大地幼稚園では、来年４月か
らの入園資格が市内在住の方に変更
になりました。
�３歳児（平成３０年４月２日～３１年
４月１日生まれ）
�４歳児（平成２９年４月２日～３０年
４月１日生まれ）
�５歳児（平成２８年４月２日～２９年
４月１日生まれ）
入園願は９月１日から（土・日曜
日、祝休日を除く、９～１７時）同園
などで配布します。また、美原区在
住の３～５歳については、みはら大
地幼稚園以外の市立幼稚園への入園

申込ができます。詳しくは広報さか
い８ページ参照。
なお、みはら大地幼稚園の通園バス
（有料）は引き続き美原区内のみ運行
します。
�同園（�３６１―８７７２ �３６１―５５００）か
学務課（�２２８―７４８５ �２２８―７２５６）

１月１０日（祝日）１０時、アルテベル
（美原区黒山１６７―１）ホールで美原区
成人式を開催しま
す。
平成１３年（２００１年）４
月２日～平成１４年
（２００２年）４月１日に
生まれた方が対象。
なお、今後の新型コ
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。詳しくは美原区
ホームページ参照。

�美原区役所自治推進課（�３６３―
９３１２ �３６１―１８１７）

新型コロナウイルス感染症については広報さかい２・3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→

美原区内の子育て支援団体などの活
動紹介パネル【写真】を展示します。
教育・保育施設の各園の様子や未就
学児の集うサークル・サロンの活動
写真もあります。
８月３１日～９月１４日、美原区役所本
館１階風の広場で。
�美原区役所子育て支援課（�３６３-
４１５１ �３４１-０６１１）

園児募集園児募集園児募集みはら大地幼稚園みはら大地幼稚園みはら大地幼稚園 美原区成人式 ～令和４年１月10日（祝日）開催～美原区成人式 ～令和４年１月10日（祝日）開催～

子育てに関するパネル展示すべり台で遊ぶ園児たち

「堺スタイル」とは、感染予防
と地域経済の回復との両立を
めざし、新しいライフスタイ
ルとワークスタイルを実践す
る取組です。

～新しい生活様式で一人ひとりが
　　　　　感染予防を実施しよう～スタイル堺

前年度の成人式
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◇休館日９月１３・２７日
◇受付時間 ９～２０時
■歴史セミナー「後三条天皇と白
河上皇」
９月２５日（土）１０時３０分～１２時。

費用７００円。講師は、郷土史研究
家・檜本多加三さん。
■文化講座「ハワイアンフラ」
ハワイアンメロディーに合わせて
体を動かします。
１０～１２月の土曜日１２時１５分～１３時
４５分。全９回。受講料１万３，５００
円。
講座内容や申込方法など詳しくは
同館へ。

問美原区黒山167-1
☎363-6868　FAX 363-0070

アルテベルの催し

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。
�９月１８日（土）１０
～１２時、美原本通
り商店街（美原区
北余部４５―１２）で。
�９月２５日（土）９
時４５分～１２時、美

原区役所本館１階風の広場で。
�１０月２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。
�美原朝市運営委員会（�０９０―２５９０―
８８６６）

美原朝市美原朝市美原朝市

出
品
さ
れ
た
野
菜

障害のある方が作業所で作った雑貨
や陶芸品、野菜、パン【写真】、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。
９月１５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）

「子育てと介護を両立したい」などの
思いはありませんか。
ダブルケア相談窓口では子育てと介
護のお悩みに関する相談に対応し、
必要に応じて情報提供や助言、関係

機関との連絡調整など総合的に支援
します。

〇ダブルケアとは
同時期に子育て（１８歳未満の子
どもや孫）と介護の両方を行っ
ている状態のこと

�美原基幹型包括支援センター（�
３６１―１９５０ �３６１―１９６０）

「生きごみさん」の作り方・育て方を
学びます。「生きごみさん」は段ボー
ル箱を使って生ごみの減量・堆肥化
ができる、環境に優しいごみの処理
方法です。できた堆肥はガーデニン
グや家庭菜園などに利用できます。
講習会参加者には「生きごみさん」に
必要な資材をお渡しします。

１０月６日（水）１４～１５時３０分、美原区
役所本館で。市内在住の方が対象。
無料。
�受付中。はがきか FAX、電子メ
ールで住所、氏名、電話番号、講習
日を９月２４日（必着）までに資源循環
推進課（〒５９０―００７８ 堺区南瓦町３―
１ �２２８―７４７９
�２２８―７０６３

電 子
メール shijyun@city.saka
i. lg. jp）ヘ。先着
１５人。

相続・遺言・不動産・成年後見など
の手続きに関する相談に無料で応じ
ます。電話相談はできません。
�９月４日（土）１３～１６時
�９月１５日（水）１８～２１時
�９月２５日（土）１３～１６時

いずれも司法書士総合相談センター
堺（堺東駅前）で。要予約。予約は、
大阪司法書士会堺支部（�０８０―６２８４―
１８７４�土・日曜
日、祝日を除く�
１０～１６時）へ。
�同会堺支部か市
民人権総務課（�
２２８―７５７９ �２２８―
０３７１）

司法書士による休日
・夜間無料法律相談会

ダブルケア相談窓口の
ご案内

子育てと介護でお悩みのあなたへ

段ボール箱の中で生ごみを堆肥に

生きごみさん講習会生きごみさん講習会生きごみさん講習会

ド・レ・美原♬マルシェ
ミファラ

9月15日水

◇休館日 ９月６・７・１３・２７日
◇開館時間 １０～２０時（土・日曜
日、祝日は１８時まで）
■９月のブックフェア
�一般向け�「マン
ガで入門～マンガで
わかる!マンガで学
ぶ」
�児童向け�「の・
り・も・の」
■お久しぶりのおはなし会～拡大
版～（おはなしスプーンの会）
９月２５日（土）１５～１５時２０分、１５時
３０～５０分。無料。直接会場へ。
■読書会の案内（美原読書友の会）
【写真】

同じ本を読んで、感想を語り合い

ませんか。本は原田マハの「たゆ
たえども沈まず」。図書館で用意
します。
９月３０日（木）１３時３０分～１５時。無
料。参加を希望する方は、直接か
電話で同館へ。

大池公園１３�３０～１４�１０２９（水）

かいづか公園
（さつき野）１５�２０～１６�１０

２４（金） 上池公園（平尾）１４�２０～１５�００

木青会館前１３�３０～１４�１０

東初芝中央公園１４�４０～１５�４０１９（日）

府営美原南余部
住宅集会所前１５�２０～１６�１０

１８（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�１０１５（水）

かいづか公園
（さつき野）１５�２０～１６�１０

１０（金） 上池公園（平尾）１４�２０～１５�００

木青会館前１３�３０～１４�１０

東初芝中央公園１４�４０～１５�４０５（日）

府営美原南余部
住宅集会所前１５�２０～１６�１０

９／４
（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

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

花と緑の
相談コーナー
花と緑の
相談コーナー

９月２４日（金）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）

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。
■敬老記念行事「フレイルに負ける
な！～肋骨体操・コッカラ体操～」
簡単にできる動きを組み合わせた体
操をします。

①９月１８日（土）１３時３０分②９月２０日
（祝日）１３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①９月１７日
②９月１９日までに同センターへ。先
着各２０人。
■今月の講演
終活について講演をします。講師
は、ヤシロの社員。
９月２８日（火）１０時３０分～１１時３０分、
同センターで。無料。
�受付中。直接か電話で９月２７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

令和３年（２０２１年）９月１日



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�

９月１４日（火）
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

９月８日（水）
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

９月７日（火）、１０月５日
（火）
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）

９月１３日（月）・３０日（木）、１０月
８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。

９月３０日（木）
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

９月３日（金）・１５日（水）・３０日
（木）、１０月１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

９月３日（金）、１０月１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。

９月２１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

９月７日（火）、１０月５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

日時検診・相談など

歯科
けんしん

■オトナのためのお口の健康教室～
８０２０健口講座～
歯周病予防についての講義や歯科検
診、参加者一人ひとりにあった歯磨
き方法、口の周りの筋力アップにつ
いて３日間で学ぶ講座【写真】です。
修了後は、歯や口の健康の大切さを
地域の方に伝える美原８０２０メイトと
して学習会などに参加できます。
１０月７・１４・２１日１３時３０分～１５時、
美原保健センターで。無料。筆記用
具を持参。

�９月２日～１０月４日に電話か FA
Xで住所、氏名、電話番号、年齢を
同センターへ。先着１０人。

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。
�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【写真】などをしま
す。
９月２４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。
�９月２日から。先着各５組。

�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。
９月１４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。
�９月２日から。先着５組。
�あつまれ!はじめてのおでかけ
親子
親子のお出かけで楽しめる場所や
工夫など情報交換をします。
１０月５日（火）１０時３０分～１１時３０
分。美原区在住の初めてお出かけ
をする予定の親子が対象。
�９月１３日から。先着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）は親子が気軽に
集える場所として、たくさんの方
が利用しています。いずれも未就
学児とその保護者が対象。無料。
�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
�利用希望日の前週月曜日から。
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（うち午前の部は２回）ま
で申込可。
�９月の催し
催しごとに予約が必要です。
�ママのほっとタイム
乳がんの話を聞いて、セルフチェ
ックをしてみましょう。
９月２１日（火）１０時４５分～１１時４５
分。
�リラックスヨガ
家庭でもできるヨ
ガをします。動き
やすい服装で、ハ
ンドタオル、飲み
物を持参。
９月２７日（月）１４～
１４時４０分。
�子どもへのかかわり再発見!
自分の子どもと離れて保護者同士
で話したり、他の子どもと遊んだ
りします。
９月２９日（水）１０時１５分～１１時４５
分。
�９月６日から。先着各５組。

催しの申込について

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。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。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。

子育て支援
　活動ひろば
子育て支援
　活動ひろば

はばタッキー
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■ひだまりひろば
子育ての悩みなどありませんか。子
どもへの声掛けのこつなどをミニ講
座とグループワークを通じて学びま
す。子どもは別室で過ごします。
１０月５・１８日、１１月２・１５日、１２月
７・２０日１０～１１時３０分、美原保健セ
ンターで。未就学児、小学校１・２
年生の児童を育てる保護者が対象。

無料。おむつなど子どもに必要なも
のを持参。
�９月１～３０日に電話か FAX、堺
市電子申請システム（２次元コード）
で住所、氏名、電話番号、生年月
日、子ども同伴の有無を
同センターへ。先着各５
組。初めて参加する方が
優先。
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■おいしい料理勉強会
栄養をしっかりとることや、食べる
ことについて講演と調理の実演をし
ます。講師は、はみんぐ南河内の管
理栄養士・時岡奈穂子さん。缶詰を
使った、電子レンジで簡単にできる
サバと大豆のカレー煮【写真】などの
料理を紹介します。
９月１６日（木）１３時３０分～１５時、美原

保健センターで。６５歳以上の方が対
象。無料。
�受付中。電話か FAX で住所、氏
名、電話番
号、年齢を
９月１０日ま
でに同セン
ターへ。先
着１２人。

■知ってお得!歯と口の健康講座
健康にいきいき暮らすためには、歯
や口の健康をしっかりと守ることが
大切です。
歯科医師が全身の健康との関係や歯
周病予防について、講義をします。
また、歯科衛生士から効果的な口腔
ケア方法を伝えます。
９月１７日（金）１３時３０分～１５時、美原

保健センターで。無料。筆記用具と
普段使用している歯ブラシを持参。
�９月２～１５日
に電話か FAX
で住所、氏名、
電話番号、年齢
を同センター
へ。先着１５人。
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■カミカミ・パクパク離乳食
離乳食の進め方について管理栄養士
や保健師、歯科衛生士が話します。
９月２９日（水）１０～１０時３０分、美原保
健センターで。おおむね７～１０カ月
の赤ちゃんの保護者が対象。無料。

�受付中。電話か
FAX で住所、子ども
の氏名、電話番号、子
どもの生年月日を９月
２４日までに同センター
へ。先着８人。

令和３年（２０２１年）９月１日
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