
健康福祉プラザ

堺自然ふれあいの森

堺市都市緑化センター

キッズサポートセンターさかい

堺伝統産業会館

平和と人権資料館

図書館
体験 イベント・

１月のハーベストの丘

南区鉢ヶ峯寺２４０５―１
�２９６―９９１１ �２９６―９９２０
開園１０～１７時 ￥一般
１，０００円、学生７００円、４歳児～小学
生６００円 休園水曜日（１２月３０日、１
月６日を除く） １月１日
■ハーベストの丘のお正月
�太神楽�日時２日（土）１１・１３時か
ら
�獅子舞�日時３日（日）１３時から
�けん玉チャンピオンと一緒にけん
玉体験�日時５日（火）１１・１４時から

■ワークショップ
�いちご摘み＆いちごパフェ教室
・いちご摘み＆いちご大福教室�
日程土・日曜日、祝日 ￥１，８００
円 �各１２組
�いちごパ
イ作り【写
真】� 日程
月～金曜日
￥１，３００

円 �１０組

農産物直売所「またきて菜」

南区鉢ヶ峯寺２０３６―１（ハ
ーベストの丘駐車場内）
�２９６―９９２６
開園９時３０分～１６時３０分
休園水曜日（１２月３０日を除く） １２
月３１日～１月６日
販売品目を拡大中!１月は人気の
菜の花を販売します（生産状況に
より出荷できない場合もありま
す）。
お得情報は、またきて菜�参照。

〒５９０―０８０８ 堺区旭ヶ丘中町４丁３
―１
●市民交流センター��２７５―５０１７
�２４３―０３３０ 電 子

メールsimin�kouryuu@sakai�kf
p.info

健康福祉プラザの教室
�どなたでも（�は障害のある方）
�指で描くパステルアート教室�
日時２月７・２１日、３月７・２１日１４
～１６時 ￥６００円 �８人
�誰でもパティシエ!お菓子教室�
日時２月１４日（日）１５～１６時３０分 ￥
５００円 �６人
	スローライフ手作りパン教室�
日時２月２８日（日）１３～１５時３０分 ￥
５００円 �６人

���で�と教室名、障害名・
等級を１月４～１８日（必着）に市民交
流センターへ。

南区畑１７４０ �２９０―０８００ �２９０―
０８１１
休館月曜日 １２月２８日～１月４日

ちびっこ森のお手伝い
落ち葉や小枝を集めてたき火をしま
す。日時１月１７日（日）１０～１２時 �
４～６歳児とその保護者 ￥２００円

１月６日９時から��で。�１５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 １２月２８日～１月４日

グリーンメッセ２０２１冬物語
吉祥まつり
日程１月１１日（祝日） 直接会場へ
�堺太鼓�時間１０時３０～５０分 ￥無
料
�吉祥寄席�時間１１～１２時３０分
出演桂雀太、日日是晴天丸、日日是
春里天丸 ￥無料
�花びら餅の販売�時間９時３０分か
ら（なくなり次第終了） ￥３００円

堺東駅前
堺タカシマヤ９階
休館１２月３０日～１月３日
キッズサポートセンターさかいは１
月３１日で終了します。新しい施設
は、現在建設中の堺東駅前再開発ビ
ル内に４月にオープンします。

わくわくプレイスのイベント
いずれも￥無料
�絵本のおはなし会�日時１月１６日
（土）１４時３０分～１５時 直接会場へ
�１５人
�パパとベビーダンス�日時１月２４
日（日）１１～１１時４５分、１２時１５分～１３
時 �各３組
	ベビーマッサージ�日時１月２５日
（月）１１～１１時４５分、１２時４５分～１３時
３０分 �各４組
�	は１月４日から堺市つどい・交
流のひろば（��２３８―２０５０）へ要予
約。

助産師による育児ひろば
日時１月６日（水）１３～１６時
※１月２５日（月）１３～１６時は中保健セ
ンターで開催。￥無料
子ども育成課（�２２８―７６１２ �２２８―
８３４１）へ要予約。�各１０～１５組

堺区材木町西１丁１―３０
�２２７―１００１ �２２７―５００６
開館１０～１７時
休館１２月２９日～１月３日

新春福袋販売 お楽しみ抽選会
１月４日から新春福袋を販売しま
す。また、１月４～１１日に１，０００円
以上購入した方に、伝統産品が当た
る抽選会を行います。

中区深井清水町１４２６ ソフィア・堺
内
�２７０―８１５０ �２７０―８１５９
開館９時３０分～１７時
休館月曜日 １２月２８日～１月５・１２
日、２月１１・２３日、３月２０日

企画展「第７回 自由都市・堺
平和貢献賞」展
自由都市・堺 平和貢献賞の授賞団
体「ベトナムの子ども達を支援する
会」「『飛んでけ!車いす』の会」の活
動をご紹介。過去の授賞団体や平和
に関する行事についてのパネルも展
示します。
日程１月６日～３月３０日 ￥無料
直接会場へ
また、授賞団体を紹介する
動画を堺動画チャンネル
（２次元コード）で配信中。
ぜひご覧ください。

●中央図書館�堺区大仙中町１８―１
�２４４―３８１１ �２４４―３３２１
電 子
メールchuuouto@city.sakai.lg.jp
休館月曜日 １２月２８日～１月４日

講演会・パネル展
子どもと本をつなぐ

テーマリンドグレーン作品の魅力～ピ
ッピやカッレと出会って～
講師翻訳家・菱木晃子さん
日時１月３１日（日）１４～１５時３０分
場所南図書館（泉ケ丘駅前） ￥無料

１月５日から�で堺市子ども文

庫連絡会（�０７２５―５５―４５３４ 電 子
メール

sakaikoren@gmail.com）へ。�６０人

講演会・事例報告会
学ぶ喜びを分かち合いたい
講師教育研究者・鈴木大裕さん
日時１月３０日（土）１４～１７時 場所東
文化会館（北野田駅前） ￥５００円

１月５日から��で学びを広げ
る学校図書館の会・堺（巽 �０９０―
７７６４―５３８６ ��２５７―２２３０ 電 子

メールhotaru
3838@flower.zaq.jp）へ。�７０人

障害のある方が作った製品
コンクール
市内の障害者施設で作られた製品の
中から、買いたい物を選んで投票し
てください。
いずれも時間１０～１８時
￥無料 直接会場へ
日程１月１４日（木） 場所イオンモー
ル堺鉄砲町（七道駅前）１階コジマ前
日程１月２１日（木） 場所 市役所本
館１階エントランス
�障害者支援課（�２２８―７５１０ �２２８
―８９１８）

今年は丑年 ハーベストの丘の

牛さんに会いに行こう
�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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