
� ������	��� 場所
�������������������
������� �  !―!#!� �   ―� � 

$%�&�'(
� )*�+, -./

�0� �������#��� 12#3
�������	
 �  4―	5�� �  4―	45567�89'( -./

: �5�����#��� 場所�����;<=�>
�?@ABCDEFG ��� �―�����4 � 55―�		�HI'( )*�+,J�K �������	���

�������	
 �  4―	5�� �  4―	455LM�N'( �

�0���! � �5!��!�5! 場所�����;<=�>
�OPQR> �  4―	5�5 �  4―44�#

IS'(
)*�+, -./

��0 # ������� ��� ./T��0 � ����FU 1253
�����;<=�> ��#�―���� ��# ―	!� 

VWXYZ[\'(
)*�+, -./

J�K ������	���
�����]^�_`> aP��#�―5�!� ��5�―�#��]^�'( ��0 �5�����#��� 場所�����;<=�>

�3b;<cd> �  4―	�!� �  4―4�	�
3befghZ[\3b'(

� )*�+,

J�K ������	���
�����]^�_`> ��5�―#5�� ��5�―�#��ij'( ���0�� �5�����#��� 場所�����;<=�>

�kWlm> �  4―	5	! �  4―	555VW'( � )*�+,

J�K ������	����n]�o]pq_`hT:rs������#����
�����]^�_`> ��5�―#5�� ��5�―�#��tuvw'( �J�K ������	���

�����;<=�> ��#�―���� ��# ―	!� 
kx'(�3b'(

� )*�+,

J�K ������	���
�����]^�_`> ��5�―#5�� ��5�―�#��yz'( �

����� {| � ����� �5!u}~�T~�
� ���'(� )*�+, ���+,'(� ��T��U�

J�K ������	���
�����;<=�> aP��5�―!!�� ��# ―	!� �^'( �

��XY=�'(�����*'( {|�67������)�
-./ �����XY� ��#―#�5�―#����J�K�

���fY����'(����*'( �|���K�IS�LM�)T{|�
-./ ������ �  �― ����J�K�

��#�―����� !4―#	�#� ��―�4��� 	!―����� 4	―4���� 	�―4�4��  4―	5����1

���� )*�+, -./
'(�� �������#���
 � ¡���;<=�>
./¢£ ����FU 12¡#3
�¤'(T�¥¦v� !§¨��

©ª*J©ª*:©ª*K©ª*«©ª*�©ª*Jª¢¬�./¢£�
««�JJ�:K��:�K��«J�:�K'(�

����®�¯�°�±����

花と緑の
相談コーナー
花と緑の
相談コーナー

９月は２４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）

◇休館日 ９月７・１４・２３・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）
◇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・平成の梵鐘をついて
みよう
釣鐘をついて、河内鋳物師（いも

じ）に思いをはせてみませんか。
９月６日（日）、午前１０時～午後３

時、鐘楼前で。無料。１人１回に限
ります。
■Ｍ・Ｃギャラリー写真展「写遊会
THE MY BEST PHOTO展」
市内在住の写真愛好家が撮りため

た作品を展示します。
９月９～２２日、展示ギャラリー

で。無料。直接会場へ。
■ちょこっとモノづくり～押し花で
作ろう～
押し花をラミネートして、手作り

のコースターやしおりを作ります。
９月１９日（土）、午後１時３０分～３
時３０分、体験工房室で。無料。直接
会場へ。材料がなくなり次第終了。

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

◇休館日 ９月１４・２８日
◇受付時間 午前９時～午後８時
■講座受講生募集
講座内容や申込方法などは同館

へ。

�歴史セミナー「平将門と藤原純
友の乱」
９月２６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。
�ハワイアンフラ
１０～１２月の土曜日、午
後０時１５分～１時４５分。
全９回。費用１万３，５００
円。

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。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。
�９月５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。
�９月１２・２６日�午前９時４５分～正
午、美原区役所本館１階風の広場

で。
�９月１９日（土）�午前１０時～正午、
美原本通り商店街内 Anna（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）

美原朝市美原朝市美原朝市

出品された野菜

◇休館日 ９月１・７・１４・２８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）
■９月のブックフェア
�一般向け�「百舌鳥・古市古墳
群と世界の文化遺産」
�児童向け�「しょくよくの秋」
■読書会の案内（美原読書友の会）
同じ本を読んで、

ひととき感想を語り
合いませんか。本は
門井慶喜の「銀河鉄
道の父」。図書館で
用意します。
９月２４日（木）、午後１時３０分～

３時。無料。申込方法などは同館
へ。
■ティーンズ POP ふぇすてぃば
る
お薦めの本を紹介するために１０

代の方が作った POP の中から、
市民の皆さんの投票で選ばれた P
OPを展示します。
�９月１１日～１１月１日�同館内
で。
�９月２８日～１０月２日�美原区役

所本館１階風の広場で。

かいづか公園
（さつき野）１５：２０～１６：１０

２５（金） 上池公園（平尾）１４：２０～１５：００
木青会館前１３：３０～１４：１０
大池公園１３：３０～１４：１０２３（水）
東初芝中央公園１４：４０～１５：４０２０（日）

府営美原南余部
住宅集会所前１５：２０～１６：１０

１９（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

１１（金） 上池公園（平尾）１４：２０～１５：００
木青会館前１３：３０～１４：１０
大池公園１３：３０～１４：１０９（水）
東初芝中央公園１４：４０～１５：４０６（日）

府営美原南余部
住宅集会所前１５：２０～１６：１０

９／５
（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

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５日（土）�午後１～４時

�９月１６日（水）�午後６～９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

野良猫のために餌を放置したりば
らまいたりすると、猫だけでなく虫
やカラスも集まり、近隣の生活環境
の悪化につながります。
また、不妊手術を行わないまま野

良猫に餌だけを与えると猫が増え、
ふん尿被害を招きます。餌を与える
場合は置き餌はせず、不妊手術やふ
ん尿の始末などを行い、近隣住民の
理解を得られるようにしましょう。
野良猫問題の解決をめざす活動と

して地域の合意を得てルールを守

り、猫に不妊手術をして適切に管理
する地域猫活動があります。市で
は、地域猫活動を実施するグループ
に対して、不妊手術費用の一部助成
などの制度があります。
市では、野良猫の駆除や引き取り

はしていません。飼い主のいない猫
を増やさないためにも、飼い猫は最
後まで室内で適
正に飼育しまし
ょう。
�動物指導セン
ター（�２２８―
０１６８ �２２８―
８１５６）障害のある方が作業所で作ったパ

ンやケーキ、菓子、野菜、陶芸品、
雑貨などを販売します。マイバッグ
を持参。
９月１６日（水）、午前１０時～午後１

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

9月16日水

野良猫への無責任な
餌やりはやめましょう
野良猫への無責任な
餌やりはやめましょう

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

堺スタイルで販売中

昨年の応募作品

令和２年（２０２０年）９月１日


