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◇休館日 ８月３・１１・１７・２４・３１
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
８月２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。

■わくわく科学実験教室「もしも原
子が見えたなら」
シミュレーションで原子や分子に

ついて楽しく学ぶ想像型の実験授業
です。授業の後、分子の模型を作り
ます。講師は仮説実験授業研究会会
員・菅井孝二さん。
９月１２日（土）、午後１時３０分～３

時３０分。小・中学生（小学３年生以
下は保護者同伴で）が対象。無料。
筆記用具を持参。
�直接か電話、FAX、電子メール
で参加者の氏名、電話番号、学校
名、学年を８月２日～９月１日に同
館へ。先着２０人。

遺言、相続、内容証明や各種契約
書の作成、帰化申請、建設・産廃業
や宅建業などの営業許可申請、会社
設立などについて相談できます。電
話相談はできません。
８月２２日（土）、午後１時３０分～４
時（受付は午後３時３０分まで）、堺市

産業振興センタ
ー（中百舌鳥駅
前）セミナー室
３で。無料。直
接会場へ。予約
可。予約は大阪
府行政書士会堺
支部（�２３４―
３９９９ �２６１―３５８３）へ。
�同会堺支部か市民人権総務課（�
２２８―７５７９ �２２８―０３７１）

いずれも売り切れ次第終了。マイ
バッグを持参。新型コロナウイルス
感染症対策のためマスクを着けて来
場してください。入場を制限するこ
とがあります。
�８月１日（土）�午前１０時～正午、
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。
�８月８・２２日�午前９時４５分～正
午、美原区役所本館１階風の広場
で。
�８月１５日（土）�午前１０時～正午、
美原本通り商店街内 An
na（ピロシキのお店）（美
原区北余部４５―１２）で。
�美原朝市運営委員会
（�０９０―２５９０―８８６６）

◇休館日 ８月２４日
◇受付時間 午前９時～午後８時
■Saturday Jazz Time Vol.54
～グレン・ミラーからぺレス・プ
ラードまで～
出演は中野ひろしとスイングガ

イズオーケストラ。曲目は「イン
・ザ・ムード」「真珠の首飾り」「マ

ンボNo.5」ほか。
８月２２日（土）、午後７時開演。
前売券�販売中。１，０００円。全席
指定席。未就学児の入場はご遠慮
ください。

問美原区黒山167-1
☎363-6868　FAX 363-0070

アルテベルの催し

◇休館日 ８月３・１７・２４・３１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）
■８月のブックフェア
�一般向け�「平
和と人権を考え
る」
�児童向け�「ド
キドキしちゃう、
こわいはなし」
■とびだす絵本の展示会
飛び出す絵本など仕掛け絵本を

展示します。
８月７～２３日、午前１０時～午後

５時。無料。直接会場へ。

■ティーンズ POP ふぇすてぃば
る
１０代の方が作ったお薦めの本を
紹介した POP の中から、ベスト
POP を決める投票を行います。
どの POP を見て本を読みたくな
ったか、投票してください。投票
は、直接か電子メールで８月１～
３１日に同館へ。詳しい投票方法は
市ホームページ参照。

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

かいづか公園
（さつき野）１５：２０～１６：１０

２８（金） 上池公園（平尾）１４：２０～１５：００

木青会館前１３：３０～１４：１０

大池公園１３：３０～１４：１０２６（水）

東初芝中央公園１４：４０～１５：４０２３（日）

府営美原南余部
住宅集会所前１５：２０～１６：１０

２２（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

７（金） 上池公園（平尾）１４：２０～１５：００

木青会館前１３：３０～１４：１０

大池公園１３：３０～１４：１０５（水）

東初芝中央公園１４：４０～１５：４０８／２（日）

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

８月は２７日（木）、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）

区役所での朝市 出品された野菜

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
電　子
メールm-rekishi@mc-mihara.jp

美原朝市美原朝市美原朝市
行政書士による
休日無料相談会

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。
８月１９日（水）、午後６～９時、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

中野ひろしとスイングガイズ
オーケストラ

仕掛け絵本
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令和２年（２０２０年）８月１日


