
◇休館日 ７月６・１３・２０・２７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）
◇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。

■鐘つき体験・平成の梵鐘を撞いて
みよう
７月５

日（日）、
午前１０時
～午後３
時、鐘楼
前で。無
料。直接
会場へ。
１人１回
に限りま
す。

みみははみみははらららら歴歴史史博博博物物館館館歴歴史史博博博物物館館館
のの催し催し

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６・１３・２０・２７日
◇開館時間 午前１０時～午後８時
（土・日曜日、祝休日は午後６時
まで）
■７月のブックフェア

�一般向け�「オールザッツ『図
鑑』」
�児童向け�「水の中のいきもの
・うみべのいきもの」
■ティーンズ POP ふぇすてぃば
る
お薦めの本を紹介した POP を

募集します。応募作品は、８月１
日から市ホームページに掲載し、
一般の方からの投票によりベスト
POP を決定します。対象は市内
在住・在学の小学５・６年生、中

昨年の応募作品

学・高校生（高校生に相当する年
齢の方を含む）。
�直接か郵送、電子メールで７月
１７日（消印有効）までに美原図書館
へ。詳しい応募方法や投票方法は
市ホームページ参照。
■登録住所などに変更はありませ
んか
住所や電話番号が変更になった

場合は、早めに最寄りの図書館で
手続きをしてください。

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
電　子
メール mito@city.sakai.lg.jp

府営美原南余部
住宅集会所前１５：２０～１６：１０

８／１
（土）

丹上公園１４：１０～１５：００
今井地区公民館１３：１０～１３：５０

かいづか公園
（さつき野）１５：２０～１６：１０

２４
（祝日）

上池公園（平尾）１４：２０～１５：００
木青会館前１３：３０～１４：１０
大池公園１３：３０～１４：１０２２（水）
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

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
大池公園１３：３０～１４：１０８（水）
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

７／４
（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

平成の梵鐘

◇休館日 ７月１３・２７日
◇受付時間 午前９時～午後８時

■歴史セミナー「宇多・醍醐朝と
菅原道真」
７月２５日（土）、午前１０時３０分～
正午。費用７００円。講師は郷土史
研究家・檜本多加三さん。
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

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。
�７月４日（土）�午後１～４時
�７月１５日（水）�午後６～９時
�８月１日（土）�午後１～４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―４２３３―４０４０
�土・日曜日、
祝休日を除く�
午前１０時～午後
４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

美原区域路線バス（表の４路線）
は、美原区域から市内鉄道駅へアク
セスしており、路線の維持のため、
地域・バス事業者・行政が協力し、
利用促進に取り組んでいます。その
一環として、みはら区民まつりでの
利用啓発活動や、美原高校と農芸高
校の新入生を対象にバス通学に便利
な情報を掲載したパンフレットの配
布などを行っています。

こうした取組などにより利用者は
増加傾向にあります（グラフ参照）。
今後も美原区域路線バスをお出掛

けに利用してください。
�公共交通課（�２２８―７５４９ �２２８―
８４６８）

美原区域路線バスで
おでかけください
美原区域路線バスで
おでかけください

７０．０合計

１５．５北野田多治井線
（北野田駅前～多治井循環）

１６．５北野田さつき野線
（北野田駅前～さつき野東）

１９．８
美原金岡線
（地下鉄新金岡駅前～美原区役
所前）

１８．２美原初芝線
（初芝駅前～美原区役所前）

利用者数
（万人）路線名

令和元年度美原区域路線バス利用者数

美原区域路線バス利用者数の推移

美原区役所本館１階の市政情報コ
ーナーでは次のことを行っていま
す。
�市や府、国などが発行したパンフ
レットやチラシの配架

�行政資料の閲覧受付
�市政に関するDVDの視聴受付
�有償刊行物の販売
�各資料のコピー（有料）
利用時間は月～金曜日（祝休日を

除く）の午前９時～午後５時１５分。
�美原区役所企画総務課（�３６３―
９３１１ �３６２―７５３２）
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市政情報コーナーの
ご利用を

みはら区民まつりでのバスの乗り方教室
高校の新入
生向けのパ
ンフレット
とバスの乗
り方ガイド

花と緑の
相談コーナー
花と緑の
相談コーナー

７月は２７日（月）、午後１～４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）
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令和２年（２０２０年）７月１日


