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◇休館日 ４月５・１２・１９・２６・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～
４月４日（日）１０～１５時、鐘楼前

で。無料。直接会場へ。１人１回に
限ります。
■陶芸体験～円筒埴輪のペン立てを
つくろう～
小さい円筒埴輪型のペン立て【写

真】を作ります。作品は約１カ月後

に渡します。講師は、陶芸家・下岡
友治さん。
５月２日（日）１０～１２時か１３時３０分
～１５時３０分、体験工房室で。費用
１，０００円。筆記用具、マスク、タオ
ル、エプロンを持参。小学３年生以
下の子どもは保護者の付き添いが必
要。
�直接か電話、FAX、電子メール
で氏名、電話番号、年齢を４月２～
２４日に同館へ。先着各８人。

◇休館日 ４月５・１２・１９・２６日
◇開館時間 １０～２０時（土・日曜
日、祝日は１８時まで）
■４月のブックフェア
�一般向け�「認知
症について考えてみ
ませんか」
�児童向け�「あた
らしいせいかつがは
じまるよ!」
■春のおはなし大会（おはなしス
プーンの会）
４月３日（土）１５～１６時。無料。

直接会場へ。先着５組。
■乳幼児向けおはなし会（エンジ
ェル・エッグ）
４月８日（木）１０時３０～５０分。無

料。直接会場へ。
■おはなしのへやへ、ようこそ!
いずれも１５～１５時２０分。無料。

直接会場へ。
�絵本、紙芝居、パネルシアター
（おはなしひろばくれよん）�４月
１０日（土）
�おはなし会（おはなしスプーン
の会）�４月２４日（土）

■聞いて楽しむ本の世界～大人の
ための朗読会～
美原図書館で活動する音訳グル

ープひばりによる朗読会を開催し
ます。
４月２５日（日）１０時３０分～１２時。
無料。
�４月９日から直接か電話で同館
まで。先着１５人。
■登録住所等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

かいづか公園
（さつき野）１５：２０～１６：１０

３０（金） 上池公園（平尾）１４：２０～１５：００

木青会館前１３：３０～１４：１０

東初芝中央公園１４：４０～１５：４０２５（日）

府営美原南余部
住宅集会所前１５：２０～１６：１０

２４（土） 丹上公園１４：１０～１５：００

今井地区公民館１３：１０～１３：５０

大池公園１３：３０～１４：１０２１（水）

かいづか公園
（さつき野）１５：２０～１６：１０

１６（金） 上池公園（平尾）１４：２０～１５：００

木青会館前１３：３０～１４：１０

東初芝中央公園１４：４０～１５：４０１１（日）

府営美原南余部
住宅集会所前１５：２０～１６：１０

１０（土） 丹上公園１４：１０～１５：００

今井地区公民館１３：１０～１３：５０

大池公園１３：３０～１４：１０７（水）

かいづか公園
（さつき野）１５：２０～１６：１０

４／２
（金）

上池公園（平尾）１４：２０～１５：００

木青会館前１３：３０～１４：１０

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

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

４月２２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）

司法書士による休日
・夜間無料法律相談会
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。
�４月３日（土）�１３～１６時
�４月２１日（水）�１８～２１時
�４月２４日（土）�１３～１６時
�５月１日（土）�１３～１６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）

ド・レ・美原♬マルシェ
ミファラ

4月21日水
障害のある方が作業所で作った雑

貨や陶芸品、野菜、パン、ケーキ、
菓子などを販売します【写真】。マイ
バッグを持参。入場時にはマスクの
着用、検温の協力をお願いします。
４月２１日（水）１０～１３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）

美原朝市美原朝市美原朝市
いずれも売り切れ次第終了。マイ

バッグを持参。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。
�４月３日、５月１日�１０～
１２時、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。
�４月１０・２４日�９時４５分～
１２時、美原区役所本館１階風
の広場で。

�４月１７日（土）�１０～１２
時、美原本通り商店街内
つどいのおみせ（美原区
北余部４５―１１）で。
�美原朝市運営委員会
（�０９０―２５９０―８８６６）

出品された野菜・果物

アルテベルの催し
問美原区黒山167-1
☎363-6868　FAX 363-0070

◇休館日 ４月１２・２６日
◇受付時間 ９～２０時

■歴史セミナー「藤原道長と源氏
と紫式部」
講師は、郷土史研究家・檜本多

加三さん。
４月２４日（土）１０時３０分～１２時。
費用７００円。
講座内容や申込方法など詳しく

は同館へ。

令和３年（２０２１年）４月１日


