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◇休館日 ５月６・１０・１７・２４・３１
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。
■Ｍ・Ｃギャラリー展示「くらしに
古墳の彩を～友月会 陶芸作品展
～」
美原朝市に出店している陶芸家・

下岡友治さんを中心とした友月会の
作品展です。古墳をモチーフとした
陶芸作品などを展示します。
５月２～２７日、展示ギャラリー

で。無料。直接会場へ。

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 ５月１０・２４日
◇受付時間 ９～２０時
■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。
５月２２日（土）１０時３０分～１２時。

費用７００円。
■アルテベル「みんなのうた」
ピアノにあわせて叙情歌や唱

歌、演歌を歌います。講師は声楽
家・今井しづかさん。
６月２６日・７月１７日１３時４５分～

１５時１５分。費用各１，０００円。
■Saturday Jazz Time Vol.56
出演は中野ひろしとスイングガ

イズオーケストラ【写真】。

８月２１日（土）１９時開演。前売券
�発売中。１，２００円。全席自由
席。未就学児の入場はご遠慮くだ
さい。

■未来へ、夢と希望を～子どもか
ら大人まで楽しめる歌と踊りの世
界～
出演は元宝塚歌劇団・北翔海

莉、結乃かなり、鷺世燿、野間バ
レエ団・バレエスクール、吉武貴
子オペラ教室ほか。
８月２９日（日）２回公演。前売券

�５月２９日から発売。全席指定席。
講座内容やチケット代金、申込

方法など詳しくは同館へ。

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。
�５月１日（土）�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。
�５月８・２２日�９時４５分～１２時、
美原区役所本館１階風の広場で。
�５月１５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）

美原朝市美原朝市美原朝市

◇休館日 ５月１０・１７・２４・３１
日、６月１日
◇開館時間 １０～２０時（土・日曜
日、祝日は１８時まで）
■５月のブックフェア
�一般向け�
「スポーツを楽
しみたい!」
�児童向け�
「おそとにでか
けてみよう!」
■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）�５月
８日（土）
�おはなし会（おはなしスプーン
の会）�５月２２日（土）

■乳幼児向けおはなし会（エンジ
ェル・エッグ）
５月１３日（木）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１４：４０～１５：４０３０（日）

かいづか公園
（さつき野）１５：２０～１６：１０

２８（金） 上池公園（平尾）１４：２０～１５：００

木青会館前１３：３０～１４：１０

府営美原南余部
住宅集会所前１５：２０～１６：１０

２２（土） 丹上公園１４：１０～１５：００

今井地区公民館１３：１０～１３：５０

大池公園１３：３０～１４：１０１９（水）

かいづか公園
（さつき野）１５：２０～１６：１０

１４（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１４：４０～１５：４０９（日）

府営美原南余部
住宅集会所前１５：２０～１６：１０

８（土） 丹上公園１４：１０～１５：００

今井地区公民館１３：１０～１３：５０

大池公園１３：３０～１４：１０５／５
（祝日）

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

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。
�５月１９日（水）�１８～２１時
�５月２９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―６２８４―１８７４
�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）

行政書士による
休日無料相談会

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。
５月１５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 �２４７―８１０９）へ。
�同会堺支部か市民人権総務課（�
２２８―７５７９ �２２８―０３７１）

花と緑の
相談コーナー
花と緑の
相談コーナー

５月２７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）

美原区役所での朝市

問美原区黒山167-1
☎363-6868　FAX 363-0070

アルテベルの催し

子どもに関する悩みや気になるこ
とを気軽に相談してください。
小・中学生の保護者などを対象

に、元教員の相談員が、児童・生徒
の生活習慣や学校生活など教育に関
する相談に応じます。
開設日時は、月～金曜日（祝休

日、年末年始を除く）９～１７時。
相談は、直

接か電話で美
原区教育相談
窓口（美原区
役所企画総務
課内 �３４０―
５５１１ �３６２―
７５３２）へ。

教育相談窓口美原区

令和３年（２０２１年）５月１日


