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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 ２月１・８・１２・１５・２２
・２４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～
２月１４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。

◇休館日 ２月８・２２日
◇受付時間 ９～２０時
■錦織健テノール・リサイタル
日本歌曲やカ

ンツォーネ、オ
ペラ・アリア、
ポピュラーソン
グなどのコンサ
ートを開催しま
す。出演は、錦
織健（テノール）
と多田聡子（ピ

アノ）。
２月１４日（日）、

１４時開演。前売券
�発売中。４，５００
円 。 当 日 券 は
５，０００円。指定
席。未就学児の入
場はご遠慮くださ
い。
■歴史セミナー「後三条天皇と白
河上皇」
講師は、郷土史研究家・檜本多

加三さん。
２月２７日（土）、１０時３０分～１２

時。費用７００円。

講座内容や申込方法などは同
館へ。

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

◇休館日 ２月１・８・１５・２２日
◇開館時間 １０～２０時（土・日曜
日、祝日は１８時まで）
■２月のブックフェア
�一般向け�「いろいろな国のい
ろいろな言葉」
�児童向け�「外国語絵本ブック
フェア」
�SDGs ブックフェア
市は持続可能な開発目標（SDG

s）の推進に取り組む「SDGs 未来
都市」に選定されています。SDG
s の取り組みは私たち一人ひとり
も協力することができます。美原
図書館では未来を変えるヒントを
教えてくれる子ども向けの本を中
心に集めた「SDGsブックフェア」
を開催します。
■おはなしのへやへ、ようこそ!
いずれも１５～１５時２０分。
�みんなあつまれ!えほんタイム
�２月１３日（土）

�おはなし会（おはなしスプーン
の会）�２月２７日（土）
■乳幼児向けおはなし会（エンジ
ェル・エッグ）
２月１１日（祝日）、１０時３０～５０

分。無料。直接会場へ。

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

東初芝中央公園１４：４０～１５：４０２８（日）

府営美原南余部
住宅集会所前１５：２０～１６：１０

２７（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

１９（金） 上池公園（平尾）１４：２０～１５：００
木青会館前１３：３０～１４：１０
大池公園１３：３０～１４：１０１７（水）
東初芝中央公園１４：４０～１５：４０１４（日）

府営美原南余部
住宅集会所前１５：２０～１６：１０

１３（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

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

大池公園１３：３０～１４：１０２／３
（水）

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。
�２月１３・２７日�９時４５分～１２時、
美原区役所本館１階風の広場で。
�２月２０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）

ド・レ・美原♬マルシェ
ミファラ

2月17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。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。
２月１７日（水）、１０～１３時、美原区

役所本館１階風の広場で。

今回ご購入の方に３月１７日（水）の
販売会で使える「特典券」を配布しま
す。詳しくは会場で。
�美原区障害者基幹相談支援センタ
ー（�３６１―１８８３ �３６１―４４４４）

平成の梵鐘

花と緑の
相談コーナー
花と緑の
相談コーナー

２月は開催しません。次回は３月２５日（木）です。
�堺市公園協会（�２４５―００７０ �２４５―００６９）

自治会に加入しましょう
自治会とは、地域に住む人々が住

みやすく明るいまちをめざして日ご
ろから親睦と交流を通じて連帯感を
深め、地域に共通するさまざまな課
題を解決するため、自主的に活動し
ている住民自治組織です。
自治会では、「災害に強いまちづ

くり」「安心して暮らせるまちづく

り」「こどもを見守るまちづくり・青
少年健全育成」「きれいなまちづく
り」「助け合いのまちづくり」「ふれあ
いのあるまちづくり」「情報を共有す
るまちづくり」などに取り組んでい
ます。趣旨をご理解いただき、自治
会未加入の方は加入をお願いしま
す。
�美原区役所自治推進課（�３６３―
９３１２ �３６１―１８１７）

昨
年
度
の
イ
ベ
ン

ト
の
特
典

出品された野菜
セカンドライフを健康に過ごすた

めの知識を深めながら仲間をつくる
講座です。
講座の日程など詳しくは、下表参

照。①～③を選んで参加できます。
全回受講も可。市内在住の６０歳以上

で利用証をお持ちの方が対象。無
料。
修了後も OB 会や教養講座、ボ

ランティアなどの活動の案内を行い
ます。
�受付中。直接か電話で①３月１５日
までに②３月２２日までに③３月２９日
までに美原老人福祉センター（美原
区黒山７８２―１０ �３６２―３９３９ �３６２―
１７９８）へ。先着１５人。

いきいき
　カレッジ
いきいき
　カレッジ

美原区役所での朝市

社会福祉制度について社会福祉士

１３：３０～１４：３０
美原総合福祉会
館

�３月３１日（水）

運動ミニ講座と脳トレーニング運動機能訓練士�３月２４日（水）

栄養・食事について管理栄養士�３月１７日（水）

内容講師時間・場所日

錦織健

多田聡子
ⒸYoneo Kawabe

令和３年（２０２１年）２月１日


