
講習 講演・

テーマ
災害時に私たちができること
～防災と男女共同参画～
これからの働き方
～自分らしく働こう～
ジェンダーフリーな生き方
～自分らしさを楽しもう～
これって DV？～被害者にも
加害者にもならないために～
SDGs とジェンダーの視点で
作る講座企画とチラシづくり

日程

１０／２０

１０／２７

１１／１０

１１／１７

１１／２４

ひきこもりＵＸ女子会
府内の自治体が連携して、同じ悩み
を抱える方同士で集い、交流できる
当事者会を開催します。�ひきこも
り状態にある方や対人関係の難しさ
を感じている方など、さまざまな生
きづらさを抱えている女性自認の
方。
日時９月３０日（木）１４～１６時
３０分 場所三国ヶ丘庁舎
（三国ヶ丘駅前）５階会議
室。
申し込みは府ホームページ（２次元
コード）から。

�子ども家庭課（�２２８―７３３１ �
２２８―８３４１）か府青少年課（�０６―６９４
４―９１４７ �０６―６９４４―６６４９）

ひきこもり支援
オンライン講演会
講演「ひきこもりの理解と支援」の
動画を、１０月１８日～１１月１４日に限
定配信します。
��（２次元コード）で９
月３０日までに堺市ユース
サポートセンター（�２４８
―２５１８ �２４８―０７２３）へ。
�同センターかこころの健康セン
ター（�２４５―９１９２ �２４１―０００５）

関西大学との地域連携事業

■シンポジウム「よみがえる本物の
ものづくり空間―井上関右衛門家の
魅力に迫る―」
全国唯一の江戸前期の鉄砲鍛冶の住
居兼作業場である堺鉄砲鍛冶屋敷
は、令和５年度にミュージアムとし
て開館をめざしています。シンポジ
ウムでは堺のものづくりの原点とも
いうべき井上家の魅力を探ります。
また９月１３日～１２月１１日に開館に向
けたクラウドファンディングを実施
します。
日時１１月１４日（日）１３～１６時３０分
場所関西大学堺キャンパス（堺区香
ヶ丘町１丁１１―１）
講師同大学名誉教授・藪田貫さん、
パネリスト井上家当主弟・井上俊二
さん、元大阪歴史博物館研究主幹・
松尾信裕さん他
���で�（１口２人まで）を９月６
日１０時～１０月１５日１７時に文化財課
（�２２８―７１９８ �２２８―７２２８）へ。
後日オンデマンド配信あり。�８０人
（関大会場）
■関連企画 鉄砲鍛冶屋敷パネル展
	日程９月２１～２８日（２７日は休み）�
場所南図書館（泉ケ丘駅前） ２３・２５
・２６日はボランティアの説明あり
	日程１０月７～１２日�場所イオンモ
ール堺鉄砲町（七道駅前） ８～１０日
はボランティアの説明あり
詳しくは市
（２次元コー
ド）参照
�同課

泉州観光地域づくりセミナー
テーマアフターコロナを見据えて、な
ぜ泉州が観光振興に取り組むのか
日時９月２２日（水）１５～１６時２０分
WEB配信による視聴 ￥無料
詳しくは KIX 泉州ツーリ
ズムビューロー
（２次元
コード）参照
�同ビューロー（�０７２―４３６―３４４０）か
観光企画課（�２２８―７４９３ �２２８―
７３４２）

生涯学習市民講座 おり染め体験
オリジナルマスクケース作り

日時１０月２９日（金）１３時３０分～１５時
場所堺市総合福祉会館（堺区南瓦町
２―１） ￥３００円 持ち物ハサミ、鉛
筆、エプロン、新しいマスク
����で�と講座名（手話通訳・
要約筆記の希望は９月２７日までにそ
の旨）を９月２～３０日に生涯学習交
流サロン（〒５９１―８０２２ 北区金岡町
１０８９―１ ��２５８―３３３３ 電 子

メールmanabi@
muse.ocn.ne.jp）へ。２０人
�同サロンか生涯学習課（�２２８―
７６３１ �２２８―８０７０）

生涯学習サポーター養成講座
地域や学校などでさまざまな学びの
機会を広げる生涯学習サポーターを
養成します。
日時１０月１５日～１１月２５日１４～１６時
（全７回）
場所フェニーチェ堺ほか
￥無料 �市内在住・在勤・在学の
全回出席できる方
����で９月２４日（必着）までに�
と講座名（手話通訳・要約筆記の希
望は９月１０日までにその旨）を生涯
学習課（〒５９０―００７８ 堺区南瓦町３―
１ �２２８―７６３１ �２２８―８０７０ 電 子

メール sh
ogaku@city.sakai.lg.jp）へ。�４０人

認知症サポーター養成講座
認知症について正しく理解し認知症
の方とその家族を応援する認知症サ
ポーター養成講座を行います。
日時９月２２日（水）１９～２０時３０分
場所堺市総合福祉会館（堺区南瓦町
２―１） ￥無料
���で�を９月１７日までに堺市社
会福祉協議会包括支援センター統括
課（�２３８―３６３６ �２３８―３６３９）へ。
４０人

３０～５０代のための認知症介護教室
同世代の介護者同士で交流しません
か。認知症サポート医や専門職が相
談に答えます。認知症の方も一緒に
参加できます。
日時９月２６日（日）１３～１５時
場所メゾン・ド・イリゼ（堺市産業
振興センター�中百舌鳥駅前�内）
￥無料（飲食代は必要）

���で�を９月２４日までに堺市社
会福祉協議会包括支援センター統括
課（�２３８―３６３６ �２３８―３６３９）へ。
１５人

こころの健康講座
オンライン開催

「病の経験から学ぶ」をテーマに、桃
山学院大学教授・栄セツコさんの講
演と、精神障害当事者、家族が出演
します。
日時９月２４日（金）１３～１５時
オンラインツールWebex で講演し
ます。
��で９月１５日までに氏名と電子メ
ールアドレスを精神保健課（�２２８―
７０６２ �２２８―７９４３ 電 子

メールseiho@city.sakai.l
g.jp）へ。

養育里親シンポジウム
講演「親と暮らせない子どもが〈自分
の気持ちを伝える〉デザイン教室の
取り組み」と里親の体験談。
日時１０月１０日（日）１４～１６時
場所サンスクエア堺（堺市駅前）
Zoom での参加や、１１月１０日まで
録画視聴も可
�会場参加の場合は、電話で子ども
家庭支援センター清心寮「リーフ」
（�２５２―３５２１ �２５２―３５２２）へ。
Zoomや録画視聴の場合は�（２次
元コード）へ。
会場３０人、Zoom 配信
１００人
�子ども家庭課
（�２２８―７３３１ �２２８―８３４１）

ひきこもりについて悩んでいる方や支援したい方に
向けてイベントを実施します。

男女の役割にとらわれず、自分らし
く生きる大切さを学びませんか。男
女共同参画社会を推進する人材を養
成します。参加方法は次のいずれか
を選択できます。
�会場
いずれも時間１８時３０分～２０時３０分
場所市役所本館３階会議室
託児あり（�２歳児～小学生 ５
人）
�動画視聴
後日、オンラインで視聴できます。
内容などは表のとおり。
�市内在住・在勤・在学の方かNPO
活動をしていて全回参加できる方
￥無料
�����で�と電子メールアドレ
ス（動画視聴を希望する方）、参加方

法（会場か動画視聴）、受講動機、託
児の有無を９月３０日（必着）までに男
女共同参画推進課（〒５９０―００７８ 堺
区南瓦町３―１ �２２８―７４０８ �２２８
―８０７０ 電 子

メールdanjokyo@city.sakai.lg.jp）へ。
３０人（会場参加の方）

男女共同参画リーダー養成講座

つつななががりりをを大大切切にに
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