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■みはら歴史博物館の催し■
休館日 １月１〜４・７・１５・２１・２８日
開館時間 午前９時３０分〜午後５時１５分
（入館は午後４時３０分まで）。
入館料 一般２００円（特別展開催期間中は
一般５００円）。中学生以下、６５歳以上、障
害のある方は無料。
問 合 みはら歴史博物館
（美原区黒山
２８１ !３６２―２７３６ !３６２―２２６０）へ。
#特別展「瓦が語る美原の古代寺院―
黒山廃寺をめぐって―」
１月２７日まで開催します。黒山廃寺か
ら出土した瓦と同笵の瓦（同じ型で作っ
た瓦）が、遠く離れた寺院跡から見つか
っており、各寺院とのつながりが強かっ
たことが分かります。写真は、同笵の柏
原市鳥坂寺跡から出土した瓦【左写真】と

黒山廃寺出土瓦【右写真】です。１月１２日
（土）、午後２時から約３０分、同館学芸員
による展示解説を行います。

美原老人福祉
センター便り

講演します。生活習慣病に応じた治療食
や嚥下（えんげ）困難の方の栄養ケアにつ
いて学びます。
１月２２日（火）、午前１０時３０分〜正午、
同センター大集会室で。市内在中の６０歳
以上の方が対象。無料。
申 込 受け付け中。直接か電話で１月
２１日までに同センター（!３６２―３９３９ !
３６２―１７９８）へ。先着３０人。

#「クイズにチャレンジ"」
１月５〜２７日、美原区の歴史・文化に
関連したクイズに挑戦するコーナーを展
示室に設けています。小・中学生が対
象。展示室に備えたクイズ用紙に随時記
入し、博物館受付か事務室に提出。全問
正解者に、先着１０人に粗品を進呈しま
す。

美原老人福祉センター（美原区黒山７８２
―１０）では、高齢者の健康や教養の向上の
ための講座を行っています。「高齢者の
お食事について」をテーマに、地域医療
に貢献している治療食コンサルタントが

美原区バス・スタンプラリーを
実施しました
１１月１１日、美原区のバスの利用促進の
取り組みの一環として、
「美原区バス・ス
タンプラリー」を開催しました【写真】。
当日は、あいにくの雨でしたが、約４０
人の方が参加しました。
自分たちで作ったバスマップを使っ
て、路線バスで美原区内を回り、美原区
の魅力を再発見しました。
市では、今後も美原区のバスの利用促
進に取り組んでいきます。皆さんの協力

美原朝市
毎月第２・４土曜日、午前１０時〜正

をお願いします。
問 合 公共交通課
（!２２８―７５４９ !２２８
―８４６８）へ。

午（売り切れ次第終了）、美原区役所東
側エントランスで開催しています。
１月１２日は農芸高校が出品
美原区内にある農芸高校の生徒たち
が栽培している野菜などを販売します。
問 合 美原朝市運営委員会
（!０９０―
２５９０―８８６６）へ。

#Saturday Jazz Time Vol.20
中野ひろし＆スゥイングガイズ・オ
ーケストラによるジャズコンサート。
今回は「映画音楽特集」です。予定曲目
は「ある愛の詩」「慕情」「My Heart
will go on」など。２月１６日（土）、午
後７時開演。料金!１，
０００円。全席自
由席。直接同館へ。先着５４１人。
#アルテベルみはら寄席
出演は、桂福団治・桂南光・桂雀々
・シンデレラエキスプレス・チキチキ
ジョニー・桂福丸。２月２４日（日）、午
後１時３０分開演。前売券!３，
５００円（当

休館日 １月１〜３・７・２１・２８日
（１月４日〈金〉午前９時まで返却ポス
トでの返却受け付けはできません。ご
注意ください。）
開館時間 火〜金曜日 午前１０時〜午
後８時（土・日・祝日は午後６時まで）
問 合 美原図書館
（!３６９―１１６６ !
３６９―１１６８）へ。
■１月のブックフェア
"一般向け!「環境について考える」
「ジェンダー」 "児童向け!「ゆき」
■おはなしのへやへ、ようこそ"
いずれも午後３〜３時３０分、同館
で。無料。直接会場へ。
"みんな集まれ!えほんタイム!１
月５日（土） "絵本、紙芝居、パネル
シアター（読書友の会・おはなしひろ
ばくれよん）!１月１２日（土） "おと
なも楽しめるおはなし会（おはなしス
プーンの会）!１月１９日（土） "おは
なし会（おはなしスプーンの会）!１月
２６日（土）
■乳幼児向けおはなし会（エンジェル
エッグ）
１月１０日（木）、午前１０時３０分〜１１
時、同館で。無料。直接会場へ。
■子どもたちと絵本をつなぐ人になる
〜読み聞かせボランティア養成講座〜
絵本の読み聞かせについての講義と

日券は２００円増し）。全席指定席。直接
同館へ。先着５４１人。
問 合 美原文化会館
（!３６３―６８６８
!３６３―００７０）へ。受け付けは午前９時
〜午後８時。第２・４月曜日は休館
（ただし、祝日は開館）。

桂福団治

桂南光

桂雀々

シンデレラ
エキスプレス

チキチキ
ジョニー

桂福丸

実演をします。講師は美原図書館職
員。
１月２５日、２月１日、午前１０時３０分〜
正午、同館２階会議室で。１５歳以上で
２回とも参加できる方が対象。無料。
申 込 １月８日、午前１
０時から直接
か電話で同館へ。先着１０人。
移動図書館・くすのき号巡回日程表
日程

駐車時間

１／５ １４：１０〜１５：００ 丹上公園
（土）
府営美原南余部住宅集
１５：２０〜１６：１０
会所前
６（日）１４：４０〜１５：４０ 東初芝中央公園
９（水）１３：３０〜１４：１０ 大池公園
１３：３０〜１４：１０ 木青会館前
１１
（金）１４：２０〜１５：００ 上池公園（平尾）
１５：２０〜１６：１０ かいづか公園（さつき野）
１３：１０〜１３：５０ 今井地区公民館
１９
（土）１４：１０〜１５：００ 丹上公園
府営美原南余部住宅集
１５：２０〜１６：１０
会所前
２０
（日）１４：４０〜１５：４０ 東初芝中央公園
２３
（水）１３：３０〜１４：１０ 大池公園
１３：３０〜１４：１０ 木青会館前
２５
（金）１４：２０〜１５：００ 上池公園（平尾）
１５：２０〜１６：１０ かいづか公園（さつき野）
１３：１０〜１３：５０ 今井地区公民館
２／２ １４：１０〜１５：００ 丹上公園
（土）
府営美原南余部住宅集
１５：２０〜１６：１０
会所前

無料。１
２：０
０〜１
２：４
５を除く。祝休日は休み。!〜$は、どの区でも可。
堺区役所
!市民相談・人権相談
（日常生活での問題や人権の問題など）

中区役所

東区役所

西区役所

南区役所

北区役所

区役所の問合先

美原区役所

月〜金曜日
月〜金曜日
月〜金曜日
月〜金曜日
月〜金曜日
月〜金曜日
月〜金曜日 電話相談も可
９：００〜１６：００ ９：００〜１６：００ ９：００〜１６：００ ９：００〜１６：００ ９：００〜１６：００ ９：００〜１６：００ ９：００〜１６：００ 問 合 各区役所企画総務課へ

月・水・金曜日 火・木曜日
水・金曜日
金・火曜日
月・水曜日
木・月曜日
木・月曜日
"法律相談
実施日
１３：００〜１６：００ １３：００〜１６：００ １３：００〜１６：００ １３：００〜１６：００ １３：００〜１６：００ １３：００〜１６：００ １３：００〜１６：００
（予約日"土・日曜日、祝休日の場合は
直前の執務日#の９：００から電話予約。 予 約 実施日の
実施日直前の 実施日直前の 実施日直前の 実施日直前の 実施日直前の 実施日直前の
先着各６人）
開始日
前日
月曜日
火曜日
木曜日
金曜日
水曜日
水曜日

全区を通じて、
同じ内容の相談は１回限り
１回２５分以内
問 合 各区役所企画総務課へ

今月は実施
１／４
今月は実施
１／１６
今月は実施
１／２３
今月は実施
しません １４：００〜１６：００ しません １４：００〜１６：００ しません １４：００〜１６：００ しません

電話相談も可
問 合 市政情報課（!２２８―
７４７５ !２２８―７４４４）へ

$人権擁護委員による人権相談

電話相談も可
１／１０
１／２５
１／１５
１／９
１／１０
１／１６
１／９
問 合 人権推進課（!２２８―
１４：００〜１６：００ １４：００〜１６：００ １４：００〜１６：００ １４：００〜１６：００ １４：００〜１６：００ １４：００〜１６：００ １４：００〜１６：００
７４２０ !２２８―８０７０）へ

%交通事故相談

月〜金曜日、
１０：００〜１７：００、堺区役所企画総務課で。

電話相談も可
問 合 堺区役所企画総務課へ

&登記・測量相談（電話予約可。先着各６人） １／９・２３、
１３：００〜１６：００、堺区役所企画総務課で。１回２５分以内。

問 合 堺区役所企画総務課へ

'児童相談（子どものしつけ、虐待、非行、
月〜金曜日、９：００〜１７：３０、各区役所（右の 問 合 参照）で。
学校生活、家族関係、心の悩みなど）

問 合 堺・中・南・北区の方

(母子相談（離婚後の生活や不安、児童の養育など） 月〜金曜日、９：００〜１７：３０
（母子自立支援員は月・火・木・金曜日の９：００〜１６：００）、各区役所（右の 問 合 参照）で。
)女性相談（離婚、夫の暴力、生活など）

は子育て支援室、東・西・美
月〜金曜日、９：００〜１７：３０
（女性相談員は月〜水・金曜日、堺区は月〜金曜日、南・北区は月・水〜金の９：００〜１６：００）、各区役所 原区の方は地域福祉課へ
（右の 問 合 参照）で。

花と緑の相談コーナー

毎月第４木曜日に開設

●今月は２４日（木）、午前１０時〜正午、午後１〜４時、
美原区役所１階で。無料。直接会場へ。

企画総務課 子育て支援室
堺 !２２８―７４０３ !２２２―４８００
区
!２２８―７８４４ !２２２―４８０１
企画総務課

子育て支援室

中 !２７０―８１８１ !２７０―０５５０
区
!２７０―８１０１ !２７０―８１０４
企画総務課

※"の法律相談については、できるだけ多くの市民の方に、公平に相談の機会を設けるため、同じ内容の相談は、全区を通じて１回限りとしています。
#行政相談
（国の行政全般についての苦情・要望など）

駐車場所

１３：１０〜１３：５０ 今井地区公民館

地域福祉課

東 !２８７―８１００ !２８７―８１１２
区
!２８７―８１１３ !２８７―８１１７
企画総務課

地域福祉課

西 !２７５―１９０１ !２７５―１９１２
区
!２７５―１９１５ !２７５―１９１９
企画総務課

子育て支援室

南 !２９０―１８００ !２９０―１７４４
区
!２９０―１８１４ !２９０―１８１８
企画総務課

子育て支援室

北 !２５８―６７０６ !２５８―６６２１
区
!２５８―６８１７ !２５８―６８８３

美 企画総務課 地域福祉課
原 !３
６３―９３１１ !３６３―９３１６
区 !３
６２―７５３２ !３６２―０７６７

皆さんの身近な花と緑の相談窓口としてご利用ください。
問 合 都市緑化センター
（!２４７―０３１０ !２４７―１４９２）へ。

