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堺自然ふれあいの森

堺市都市緑化センター

大仙公園周辺の鳥たちを学ぶ
季節のパステルあーと
今月のガーデング
趣味教養としての庭の管理講座
はにわづくり体験
和菓子教室
革の花ブローチ作り
みそ作り教室
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浜寺水練学校
いずれも場所浜寺公園プール（西区
浜寺公園町）で 土・日曜日、祝休
日は休み。
�長期水泳教室
７月２１日～８月１２・１７～１９日 �小
学生以上 ￥２万１，０００円
�４～６歳短期水泳教室
�７月２６～３０日 �８月２～６日
�４歳以上の未就学児 ￥各６，０００
円
�日本泳法水泳教室
�７月２１日～８月３日 �８月４～
１２・１７・１８日 �２５ｍ以上泳げる方
￥各１万２，０００円
申込方法などは、浜寺水練
学校�（２次元コード）参
照。
�７月２日までは毎日新聞社事業部
内浜水係（�０６―６３４６―８３７１ �０６―
６３４６―８３７２）、７月３日からは浜寺水
練学校事務所（�２６１―９５３１）かスポー
ツ推進課（�２２８―７４３７ �２２８―７４５４）

こどものつどい
「さきどり!日高海キャンプ」
日程７月３・４日 場所日高少年自
然の家（和歌山県日高郡日高町）
�市内在住・在学の小学生
￥１万１，０００円
�６月４日から�で日高少年自然の
家（�０７３８―６４―２８７１ �０７３８―６４―
２５７９）へ。�４０人

堺シティオペラ夏休みKid'sClub
オペラを体験して豊かな表現力を磨
きます。最終日は発表会。演目は
「ヘンゼルとグレーテル」。
参加者を募集します。
日時７月２６日～８月１日１０～１２時
場所エタニティエイト（北区百舌鳥
赤畑町４丁２５６） �平成２７年４月２
日以降生まれの子ども～中学生
￥１万５，０００円（全７日間）
�	
で�（子どもの氏名・年齢も）
を６月１日～７月１５日に堺シティオ
ペラ事務局（�２５４―１１７１ 電 子

メールoffice@sa
kai�city�opera.jp）へ。
�堺シティオペラ事務局（�２５４―
１１５１ �２５４―１１７１）か堺市文化振興
財団（�２２８―０８８０ �２２８―０１１５）
�３０人

堺サンドイッチキャンパス
健康まちなか探索ウオーキング
健康的に歩きなが
ら楽しむスタンプ
ウオークラリーを
開催。ゴールした
方には景品をプレ
ゼント。先着順で
抽選会と健康計測
会もあります。
日時７月１５日（木）１０～１６時（１０～１５
時随時受付） 場所大仙公園いこい
の広場（堺区大仙中町） �市内在住
のおおむね６５歳以上の方 ￥無料
直接会場へ
�堺サンドイッチキャンパス事務局
（いきいきライフ阪急阪神内 �
０７９８―７８―２７５３）か長寿支援課（�２２８―
８３４７ �２２８―８９１８）

のびやか健康館フットサルコート
ウェブ予約開始
施設予約ページ（２次元コ
ード）からウェブ予約でき
ます。
�のびやか健康館（�２４６―５０５１ �
２４６―５０４１）か環境事業管理課（�２２８―
７４７８ �２２９―４４５４）

阪田三�名人杯
こども将棋大会
Ａ級（初段以上）、Ｂ級（１～５級）、
Ｃ級（６級以下か初心者）のクラス別
で予選を行い、勝者によるトーナメ
ント戦で優勝者を決定します。
審判長は内藤國雄九段（阪田三�名
人の孫弟子）。
日時８月２２日（日）１２時から
場所人権ふれあいセンター（堺区協
和町２丁６１―１）
�府内在住の中学生以下 ￥無料
�６月１０日～７月９日（必着）まで
に、か区役所市政情報コーナー、
文化課などにある申込書で。
�３クラス合計９６人
�同課（�２２８―７１４３ �２２８―８１７４）

堺生まれの実業家
鳥井駒吉パネル展
アサヒビール創業
などの功績を残し
た鳥井駒吉【写真】
の生涯や業績の資
料、自筆の書画を
パネルで紹介しま
す。
日時６月３～２１日
９～２１時（２１日は１６時まで）
場所市役所高層館１階北側ロビー
�文化財課（�２２８―７１９８ �２２８―
７２２８）

さかい三好奉り（まつり）
日程７月３日（土）
場所三好長慶が建立した南宗寺（堺
区南旅篭町東３丁１―２）
�甦る三好長慶公４５７遠忌
時間９時３０分～１０時５０分 ￥無料
直接会場へ
法要・法楽連歌、長慶公賛歌、詩歌
吟詠や剣舞、すずめ踊りなどの奉納
演舞
�歌連歌・講演
時間１１時１０分～１２時３０分
�歌連歌�下智山と下龍祥による吟

詠と舞
�セミナー講演会�テーマ明智光秀と
「長慶・信長・秀吉」の連歌 講師帝
塚山学院大学名誉教授・鶴�裕雄さ
ん ￥５００円
��	
で�を６月２５日（必着）まで
に堺・ちくちく会（〒５９０―００７８ 堺
区南瓦町２―１ 堺市総合福祉会館
内 �２３２―５７３０ 電 子

メールkg�linx@ares.eonet.
ne.jp）へ。�６０人
�同会（川口 �０９０―８９８５―１２７３）か
観光推進課（�２２８―７４９３ �２２８―
７３４２）

白鷺公園ハナショウブ園

場所白鷺公園（東区白鷺町１丁）で
は、約１００種１万株のハナショウブ
が色鮮やかな花を咲かせます。５月
下旬～６月上旬が見ごろです。来園
には、公共交通機関をご利用くださ
い。
�原池公園事務所（�２７６―６８１８ �
２７９―９７１１）

青空の下でレッスン
骨盤コンディショニング
背骨のゆがみを整える体操で、体の
不調を改善しませんか。
日時６月１２日（土）１１時４５分～１２時３０
分 場所マルエス堺原山公園プール
のプールサイド
�高校生以上 ￥６１０円
�６月５日９時から�でマルエス堺
原山台ジム（�２９８―９９８８）へ。
�公園緑地整備課（�２２８―７４２４ �
２２８―１３３６）

堺大魚夜市をオンラインで開催!
毎年７月３１日に大浜公園での開催
を、今年はオンラインで開催しま
す。神事やステージイベントを動画
配信し、特設ウェブサイトでは堺の
特産品などを販売します。
詳しい内容は、広報さかい７月号で
お知らせします。
�堺大魚夜市実行委員会（�２２７―
８８４１ �２７５―４８４１）か観光推進課（�
２２８―７４９３ �２２８―７３４２）

市内企業や大学などの技術者・研究
者が、科学の素晴らしさを伝えま
す。事前申し込みが必要。
日時７月１０日（土）１０～１６時 場所ソ
フィア・堺（中区深井清水町１４２６）
小学生以下は保護者同伴で ￥無料
�協力企業、大学、団体による科学
体験コーナー�１０～１６時
�堺星空館プラネタリウム無料投影
「ロケット打ち上げ音響体験－２０２１

－」�１０・１１・１２・１３・
１４時から �各１２０人
�６月１～１６日に（２
次元コード）で。
�特別科学イベント「親子で楽し
む!蓬莱さんのお天気教室」動画
を無料配信
日時７月１０～
１２日１０時まで
どなたでも

ご覧いただけ
ます。
詳しくは教育
センター�参
照。
�教育センタ
ー（�２７０―
８１２０ �２７０―８１３０）

南区鉢ヶ峯寺２４０５―１
�２９６―９９１１ �２９６―９９２０
開園１０～１７時 ￥中学生以
上１，０００円、４歳児～小学生６００円
休園水曜日
�アジサイロード
日程６月下旬まで

�じゃぶじゃぶ広場
日程９月２６日まで 雨天中止
�七夕イベント
日程６月１２日～７月６日 ￥無料
木工・陶芸教室などもあります。

南区畑１７４０
�２９０―０８００ �２９０―０８１１
休館月曜日

昆虫観察会
日時６月２０日（日）１３～１５時

�小学４～６年生 ￥２００円
�６月６日９時から��で �１５人

大人のための自然観察会（昆虫）
日時６月２６日（土）１０～１２時
�１８歳以上で初心者の方 ￥２００円
�６月１３日９時から��で �１０人

堺区東上野芝町１丁４―３
�２４７―０３１０ �２４７―１４９２
開館９時３０分～１７時（入館は１６時３０
分まで）
休館月曜日

１カ月～２週間前に要予約。
費用などはお問い合わせください。

堺科学教育フェスタ�必要事項は
郵便番号・住所、
氏名（ふりがなも）、
電話・FAX番号

を必ず記入

�対象 ￥費用 定員…�先着 �選考
�多数の場合は抽選 �問い合わせ先
�申込方法 �はがき �往復はがき
�電話 	FAX 
電子メール �郵送
�直接来館（庁）�ホームページ
電子申請システム(市�内)

記号の見方
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