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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。
�１０月３日（土）�午後１～４時

�１０月２１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）

◇休館日 １０月５・１２・１９・２６日
◇開館時間 午前１０時～午後８時
（土・日曜日は午後６時まで）
■１０月のブックフェア
�一般向け�「手
作りを楽しもう」
�児童向け�「ハ
ロウィーンをたの
しもう」
■図書館公式ツイッター
図書館では、ツ

イッターを利用し
て、開館・休館の
情報やイベントの
案内、資料に関す
る情報などを発信しています。フ
ォローしてくださ
い。
図書館ツイッターは
こちら→

■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。

東初芝中央公園１４：４０～１５：４０１１／１
（日）

府営美原南余部
住宅集会所前１５：２０～１６：１０

３１（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

２３（金） 上池公園（平尾）１４：２０～１５：００
木青会館前１３：３０～１４：１０
大池公園１３：３０～１４：１０２１（水）
東初芝中央公園１４：４０～１５：４０１８（日）

府営美原南余部
住宅集会所前１５：２０～１６：１０

１７（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

９（金） 上池公園（平尾）１４：２０～１５：００
木青会館前１３：３０～１４：１０
大池公園１３：３０～１４：１０７（水）
東初芝中央公園１４：４０～１５：４０４（日）

府営美原南余部
住宅集会所前１５：２０～１６：１０

１０／３
（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

１０月は２２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）

司法書士による休日
・夜間無料法律相談会

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）

市政情報コーナーの
ご利用を

新型コロナウイルス感染症の拡大
防止と、来場される皆さんや出店者
・出演者の健康と安全のため、次の
イベントの開催を中止します。
■みはら芸術展
１０月１６～１８日に、アルテベル（美
原区黒山１６７―１）と美原区役所本館
で開催を予定していたみはら芸術展
は、開催を中止します。
�みはら芸術展実行委員会事務局
（美原区役所自治推進課内 �３６３―
９３１２ �３６１―１８１７）

■みはら区民まつり
１１月１日（日）、美原区役所本館・
アルテベル・美原区役所別館とその
周辺で開催を予定していた、みはら
区民まつりと健康のつどいは、開催
を中止します。
�みはら区民まつり実行委員会（同
課内）か美原区域健康のつどい実行
委員会（美原保健センター内 �３６２
―８６８１ �３６２―８６７６）
■みはら音楽フェスティバル
来年２月にアルテベルホールで開

催を予定していたみはら音楽フェス
ティバルは、開催を中止します。
�同課

開催中止のお知らせ

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。
�１０月３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。
�１０月１０・２４日�午前９時４５分～正
午、美原区役所本館１階風の広場
で。
�１０月１７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

◇休館日 １０月１２・２６日
◇受付時間 午前９時～午後８時
■陶芸講座
来年の干支（丑）をつくります

【写真】。１１月８・１５・２９日。全３
回。希望する時間帯（Ａ・Ｂコー
ス）を選べます。費用３，３００円。
�Ａコース�
午前９時３０分
～１１時３０分。
�Ｂコース�

午後１時３０分～３時３０分。
講座内容や申込方法などは同館

へ。
■アルテベルシネマ昭和の名優シ
リーズ「くじけないで」
９０歳を過ぎてから詩作を始めた
詩人・柴田トヨが詩を書き始めた
きっかけや、詩集の背景となった
家族のドラマなど、トヨの人生を
描いた映画。主演は八千草薫。
来年１月２７日（水）、午後２時開

演。前売券�１０月２４日から発売。
５００円。当日券は６００円。全席自由
席。未就学児の入場はご遠慮くだ
さい。
申込方法は同館へ。

問美原区黒山167-1
☎363-6868　FAX 363-0070

アルテベルの催し

◇休館日 １０月５・１２・１９・２６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～
１０月４日（日）、午前１０時～午後３
時３０分、鐘楼前で。無料。１人１回
に限ります。
■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【写真】や
しおりを作ります。
１０月１７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

美原区区民評議会
専門部会

１０月７日（水）、午前１０時から、美
原区役所本館３階３０２会議室で。

傍聴を希望する方は直接会場へ。
受付は午前９時３０分から。先着４人
程度。
過去の会議録などは、美原区ホー

ムページ参照。
�美原区役所企画総務課（�３６３―
９３１１ �３６２―７５３２）

令和２年（２０２０年）１０月１日


