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日高少年自然の家（和歌山県日高郡日
高町 !０７３８―６４―２８７１ !０７３８―６４―
２５７９）では次の催しを行います。いずれ
も*市内在住・在勤・在学の方とその家
族。
!家族のつどい「日高まんぷくキャン
プ」"３月３・４日（１泊２日）。３日、
１１時３０分、道成寺（和歌山県日高郡日高
川町）で集合、４日、
１１時３０分、現地で解
散。+２０歳以上９，
５００円、小学生〜１９歳
８，
９００円、３歳以上の未就学児７，
５００円。
"家族のつどい「ファミリー磯観察キ
ャンプ」
【 写真】"３月１７・１８日（１泊２
日）。１７日、１１時、現地で集合、１８日、
１１時３０分、和歌山県立自然博物館（和歌
山県海南市）で解散。+２０歳以上７，
５００
円、小学生〜１９歳６，
９００円、３歳以上の
未就学児６，
５００円。
,２月２日、１０時から&'で必要事項
を日高少年自然の家へ。.各３０人。

なでしこリーグ１部昇格記念
セレッソ大阪堺レディース交流イベント

２月の催し

ハーベストの丘（南区鉢ヶ峯寺２４０５―１
http#
!!far
!２９６―９９１１ !２９６―９９２０
m.or.jp!）では次の催しを行います。
%アイスチューリップ"１月下旬〜２
月中旬。%いちご狩り"火・木・土・日
曜日（５月末まで）、１０時４５分。+大人
１，
６００円、小学生１，
２００円、３歳以上８００
円。要予約。%チョコレートブラウニー
タルト教室"２月の営業日（土・日曜
日、祝休日を除く）、１５時から。+１，
３００
円。.各２４人。%春を告げる和菓子教室
（練り切り３種・抹茶付き）"土・日曜
日、祝休日、１５時から。+１，
３００円。.
各１６人。
詳しくはハーベストの丘ホームページ
でご覧になれます。
"３月から営業時間・入園料を変更
３月１日から営業時間を９時３０分〜１８
時、入園料を中学生以上９００円、４歳〜
小学生５００円に変更します。
-ハーベストの丘か農水産課（!２２８―
６９７１ !２２８―７３７０）。
"農産物直売所「またきて菜」で堺のめ
ぐみ試食会など
野菜ソムリエによるホウレン草を使っ
た料理の試食を行います。
２月２４日（土）、９時３０分から。無料。
直接会場へ。.３００人。
また、火曜日は切り花を半額（対象外
あり）、木曜日は米を１０％引きで販売し
ています。月・金曜日（祝休日を除く）は
１，
５００円以上購入の方に「ハーベストの丘
入園特別割引券」をプレゼント。
営業時間は９時３０分〜１７時３０分。水曜
日は定休。
-またきて菜（!２９６―９９２６）か同課。
ホーム
ページ

さかい
堺自然ふれあいの森の催し
堺自然ふれあいの森（南区畑１７４０ !
２９０―０８００ !２９０―０８１１）では次の催しを
行います。
!森の学習〜春の雑木林で遊ぼう〜"
動植物の観察や、どんぐり・ネザサなど
を使った遊びをします。３月１７日（土）、
１３〜１５時。*小学生とその保護者。+１
人２００円。
"大人のための自然観察会"「コケ」を
テーマに森を歩きます。３月２４日（土）、
１０〜１５時。*１８歳以上の方。+５００円。
#里山 kids"動植物の観察や、森の
手入れ体験を行います。４月〜来年３月
の第４日曜日、１０〜１５時。*小学新４〜
６年生。+５，
０００円。
,!は２月１０日から、"は２月１７日か
ら、#は２月４日から&で堺自然ふれあ
いの森へ。.!#各１５人、"１０人。

１６
か、ものづくり支援課（!２２８―７５３４ !
２２８―８８１６）へ。

大阪エヴェッサ対京都ハンナリーズ戦
堺市優待観戦デー
３月１７日、１７時から、１８日、１４時から
府民共済 SUPER アリーナ（大阪市此花
区北港緑地）で。２階自由席の大人（通常
前売り２，
０００円）を１，
８００円、小・中学
生、高校生（同５００円）を４５０円で。チケッ
トは前売り販売のみ。販売期間は２月９
日、１０時〜３月１３日。
購入方法など詳しくは、大阪エヴェッ
!!www.evessa.com!）
サホームページ（https#
でご覧になれます。
-大阪エヴェッサクラブオフィス（"
０１２０―９３７―６２５）かスポーツ推進課（!２２８―
７４３７ !２２８―７４５４）。

J―GREEN SAKAI
フットサルスクール

デザインユアボディ
コンディショニング

日本フットサルリーグ「シュライカー
大阪」の選手が指導します。
のびやか健康館（北区金岡町２７６０―１）
月曜日、１７時１０分〜１８時１０分（*!５
では、奇麗な姿勢と運動機能の向上をめ ・６歳児、"小学１・２年生）、１８時２０
ざし、８週間のプログラムを行います。 分〜１９時５０分（*#小学３・４年生、$
+定期利用者４万３，
２００円、一般利用者 小学５・６年生）。+年会費６，
０００円（入
５万１，
８４０円です。
会金含む）、!"各４，
５００円 、 # $ 各
申し込み方法など詳しくは、同館（! ５，
４００円。
#水曜日休館$ !２４６―５０４１）
２４６―５０５１
,受け付け中。&')で必要事項と希
へ。
望のクラスを J―GREEN 堺（!２２２―
０１２３ !２２２―３３５５
j"green@s"ntc.jp）
■のびやか健康館を臨時休館
同館は、２月４日（日）、施設点検のた へ。.各２０人。
め全館休館します。
スポーツフェスティバル in 堺
-同館か環境事業管理課（!２２８―７４７８
小学生スポーツ教室
!２２９―４４５４）。
電 子
メール

サイクルセンターの催し

なでしこリーグ１部に昇格するセレッ
"自転車博物館（堺区大仙中町１８―２）
KIX 泉州国際マラソン
ソ大阪堺レディースの選手が、２０１８年シ
%特別展「イタリアン自転車展」"３月
交通規制にご協力を
ーズンに向けた意気込みなどを語りま
２５日まで。%手作りおもちゃ教室「おひ
２月１８日（日）、KIX 泉州国際マラソ なさま」"２月４日（日）、
す。選手と交流できるミニ運動会も開催
１０〜１５時。無料
ンの開催に伴い交通規制が行われますの （入館料は必要）。直接会場へ。.５０人。
します。
２月２４日（土）、１０時から J―GREEN で協力をお願いします。
"自転車ひろば（大仙公園内）
コースは、１０時３０分に浜寺公園をスタ
堺（堺区築港八幡町１４５）で。*市内在住
%自転車乗り方教室"原則、土曜日と
・在学の小学生（保護者同伴で）。無料。 ートして、堺阪南線、堺狭山線（旧国道 第１・３・５日曜日、不定期の水曜日。
,&'(で必要事項と子どもの氏名、 ２６号）を北上し、大浜中町交差点を折り *５〜６０歳で身長105cm 以上の方。無
年齢、学年を２月９日（必着）までにスポー 返して、りんくう公園（泉佐野市）をゴー 料。要予約。%クラシック自転車のレプ
１９５!です。
ツ推進課（〒５９０―００７８ 堺区南瓦町３―１ ルとする４２．
リカ体験試乗"２月１１・１２・２５日、１０〜
!２２８―７４３７ !２２８―７４５４）へ。/５０人。
当日は、コースにあたる堺阪南線、堺 １５時３０分（２５日は１２時から）。雨天中止。
狭山線、泉佐野岩出線などで交通規制が %こども自転車安全教室と大仙公園サイ
みなと堺グリーンひろば
行われ（堺市内は１０〜１２時ごろ）、マラソ クリング"２月２５日（日）、９〜１２時。無
硬式野球場一般利用抽選会
ンコースでの駐停車もできません。これ 料。要予約。
４〜７月分を２月２１日（水）、９時３０分 に伴い、南海バスと水間鉄道バスは、一
"サイクリング
から家原大池体育館（西区家原寺町１丁 部運行休止や、う回運転を行います。
いずれも要予約。
１８―１）で受け付け（１０時に抽選）。*登録
詳しくは同マラソンホームページ（htt
%自転車散歩 %健康サイクリング
団体（登録の資格や方法はスポーツ施設 p#
!!www.senshu"marathon.jp!）でご覧になれ %マウンテンバイクツーリング
課#!２２８―７５６７ !２２８―７４５４$へ。当日の ます。
,サイクルセンターホームページ（htt
登録は不可）。直接会場へ。
!!www. bikemuse. jp!）か 同 セ ン タ ー 受 付
-同マラソン実行委員会事務局（!０７２ p#
-同館（!２７１―１７１８ !２７１―１７９３）か同 ―４３６―３４４０ !０７２―４２３―４７４１）かスポーツ で。日時や料金、休館日など詳しくは、
課。
推進課（!２２８―７４３７ !２２８―７４５４）。
同センター（!２４３―３１９６ !２４４―４１１９）

３月１０日（土）、金岡公園体育館（北区
長曽根町１１７９―１８）を中心に開催する、ス
ポーツフェスティバル in 堺で行う小学
生スポーツ教室【写真】の参加者を募集し
ます。
種目はバレーボール、卓球、体操（マ
ット運動）、野球、テニス、陸上競技、
サッカー。*午前は小学１・２年生、午
後は小学３〜６年生。+各５００円。
,携帯電話かパソコンで電子メール（t
"sfsakai@sg"m.jp）に空メールを送信し、
返信メールの案内に従って申し込んでく
ださい。締め切りは２月９日。/各３０人
（野球、テニス、陸上競技、サッカーは
各５０人）。
-堺市教育スポーツ振興事業団（!２９４
―６１１１ !２３７―６００１）。

