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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。
�１１月７日（土）�１３～１６時

�１１月１８日（水）�１８～２１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�１０
～１６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

◇休館日 １１月９日
◇受付時間 ９～２０時
■講座受講生募集
�歴史セミナー
藤原兼家と藤原道綱の母につい

て、郷土史研究家・檜本多加三さ
んが解説します。
１１月２８日（土）、１０時３０分～１２
時。費用７００円。
�リズム体操
音楽に合わせて身体を動かし、

頭や身体を健康的にリフレッシュ
しましょう。
１２月１１日、来年１月８日、来年
２月１２日（全３回）、１０時３０分～１２
時。費用３，０００円。
�あなたもマジシャン!
トランプやシル

ク（布）、日用品を
使った簡単なマジ
ックを習います。
１２月１６日（水）、

１４～１６時。費用
１，５００円。

�お正月用フラワーアレンジメン
ト
正月飾りの花をつくってみませ

んか。
１２月２６日（土）、１０～１１時３０分。
費用４，０００円。
講座内容や申込方法などは同館

へ。
■アルテベルロビーコンサート
「クロマチックハーモニカ～心和
む名曲コンサート～」
出演は矢木秀行（クロマチック

ハーモニカ）、小林沙桜里（ピア
ノ）、松本京介（ギター）。
来年２月１３日（土）、１９時開演。

前売券�１１月１４日から発売、
１，０００円。当日券は１，２００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。
■錦織健テノール・リサイタル
出演は錦織健（テノール）、多田

聡子（ピアノ）。日本歌曲やカンツ
ォーネ、オペラ・アリア、ポピュ
ラーソングを歌います。
来年２月１４日（日）、１４時開演。

前売券�１１月１４日から発売、
４，５００円。当日券は５，０００円。全席
指定席。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 １１月２・４・９・１６・２４
・３０日
◇開館時間 ９時３０分～１７時１５分
（入館は１６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～
１１月１日（日）、１０～１５時３０分、鐘
楼前で。無料。直接会場へ。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

のコースターやしおりを作ります。
１１月２１日（土）、１３時３０分～１５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

◇休館日 １１月２・９・１６・３０
日、１２月１日
◇開館時間 １０～２０時（土・日曜
日、祝休日は１８時まで）
■１１月のブックフェア
�一般向け�「『美原読書友の会』
ブックフェア」
�児童向け�「みぢかな友だち・
ペットとなかよくしたい」
■皆さまと歩んだ２０年
平成１２年に設立された美原図書

館は、今年で設立２０周年を迎えま
した。それを記念し、次の催しを
同館で行います。いずれも無料。
催しの内容や申込方法などは同館
へ。
�家族で挑戦!図書館マスター
クイズを解いたり、家で読み聞

かせをしてもらったりして、スタ
ンプを集めてスタンプラリーをし
よう。
１１月２１～２７日。
�２０周年記念パネル展示
設立２０周年になる同館につい

て、写真などを展示します。
１１月２１～２９日、同館１階で。
�リサイクルフェア
図書館で不要になった本を配布

するリサイクルフェアを開催しま
す（一般書のみ）。
１２月４～６日、１０時３０分～１２時
と１３～１５時。各回３０分。完全入替
制で、１人１０冊まで。

�１１月１２日から直接か電話で同館
へ。先着各１０人。申込は中学生以
上の方がしてください。当日の申
込は受け付けません。
■読書会の案内（美原読書友の会）
同じ本を読んで、感想を語り合

いませんか。本は池澤夏樹の「静
かな大地」。図書館で用意しま
す。
１２月１０日（木）、１３
時３０分から、同館
で。無料。参加を希
望する方は、直接か
電話で同館へ。

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

花と緑の
相談コーナー
花と緑の
相談コーナー

１１月２６日（木）、１３～１６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）

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。

１１月２１日（土）、１３時３０分～１６時
（受付は１５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）

行政書士による
休日無料相談会

東初芝中央公園１４：４０～１５：４０２９（日）

府営美原南余部
住宅集会所前１５：２０～１６：１０

２８（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

２０（金）
上池公園（平尾）１４：２０～１５：００
木青会館前１３：３０～１４：１０
大池公園１３：３０～１４：１０１８（水）
東初芝中央公園１４：４０～１５：４０１５（日）

府営美原南余部
住宅集会所前１５：２０～１６：１０

１４（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

６（金）
上池公園（平尾）１４：２０～１５：００
木青会館前１３：３０～１４：１０
大池公園１３：３０～１４：１０４（水）

東初芝中央公園１４：４０～１５：４０１１／１
（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

舟渡池公園（美原区阿弥１３１）周回
コースで開催するマラソン・駅伝大
会の参加者を募集します。
１２月１３日（日）、８時２０分から。費
用ジョギングの部２００円、小学生３００
円、中学生４００円、その他７００円。

来場には公共交
通機関をご利用く
ださい（駐車場は
ありません）。
�１１月５～２４日に
美原走ろう会ホームページ内エント
リーサイト（http���runnarmihara.gl.xre.co
m�marason17.htm）で。
�美原区陸上競技協会（釜野）（�０９０
―４３０４―３００１）

美原マラソン
・駅伝大会
美原マラソン
・駅伝大会

令和２年（２０２０年）１１月１日


