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冬休み短期水泳教室

さかい
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堺市民マラソン
堺市民マラソン

美原総合スポーツセンターでは、冬休
み短期水泳教室を開催します。水に慣れ
サイクルセンターの催し
ることから背泳ぎまでを身につけ、水泳
２月１１日（祝日）、大泉
"自転車博物館（堺区大仙中町１８―２） の技術だけでなくルールやマナーも習得
緑地（北区金岡町１２８）で
#特別展「輪行展 公共交通を利用し します。
て広がるサイクリングの世界」#３月２４
１２月２４〜２６日、１４〜１５時。+３歳〜小 開催する市民マラソンの
参加者を募集します。+
日まで。
学６年生。,４，
２００円。
#手作りおもちゃ教室「サンタの壁飾
-受け付け中。&'で同センター（美 小学生以上で 健 康 な 方
り」#１２月１６日（日）、１０〜１５時。無料（入 原区小平尾１１４１―１ !３６９―０５７７ !３６９ （小学１〜３年生は保護
者など引率責任者の参加
―０５７６）へ。/３０人。
館料は必要）。直接会場へ。/５０人。
が必要）。
"自転車ひろば（大仙公園内）
全日本バレーボール
開催種目は 次 の と お
#クラシック自転車のレプリカ体験試
大学選抜男女東西対抗戦
り。
乗#１２月９・２３日、１０〜１５時３０分。雨天
#完走マラソンの部#
大学生の関西選抜紅白戦と東西選抜対
中止。
３"（小学生以上）
課にある申込書（市ホームページ$アド
#自転車乗り方教室#水・土曜日と第 抗戦を行います。
#競技マラソンの部#３"（男女年齢 レスは１ページ参照%からダウンロー
１２月２２・２３日、１０時から新日鐵住金堺
１・３・５日曜日。無料。要予約。+５
ド可）に参加費（郵便小為替か現金書
製鐵所新体育館（堺区築港八幡町１）で。 別）、１０"（男女高校生以上）
〜６０歳で身長１０５!以上。
当日は、１０時から開会式、１０時３０分か 留）を添えて$で堺体育協会事務局へ。
,一般２，
０００円。大学生１，
０００円。高校生
"サイクリング
ら各種目順次開始。,５００円。
受け付けは１２月３〜２１日（消印有効）。
いずれも９〜１２時。要予約。#健康サ 以下は無料。直接会場へ。
-市役所市政情報センター、区役所市
.同事務局（堺市教育スポーツ振興
.関西大学バレーボール連盟（月・水
イクリング#１２月２日（日）。#自転車散
政情報コーナー、体育館、スポーツ推進 事業団内 !２９４―６１１１ !２３７―６００１）。
歩#１２月９日（日）。#マウンテンバイク ・金曜日の１８〜２１時 !０６―４９６３―３９６６
!０６―４９６３―３９７７）かスポーツ推進課（!
ツーリング#１２月１６日（日）。
詳しくはサイクルセンター（!２４３― ２２８―７４３７ !２２８―７４５４）。
堺東を彩るイルミネーションは、冬の風
堺旧港観光市場
３１９６ !２４４―４１１９）か、ものづくり支援
物詩になっており、人と人との温かい結
親子サッカー体操
１２月９日（日）、１０〜１４時、堺魚市場 びつきを願ったリボンの飾り付けがシン
課（!２２８―７５３４ !２２８―８８１６）へ。
（堺区栄橋町２丁４―１）で開催します。 ボルです。
レクリエーション協会の催し
入場無料。直接会場へ。
.堺市中心市街地活性化協議会（堺市
堺市レクリエーション協会（〒５９０―
マグロの解体即売を実施。サザエなど 都市整備公社内 !２２２―４０５０ !２２２―
００６１ 堺区翁橋町２丁１―１ 市民会館
を炭火で焼く海鮮焼き、海鮮丼、天ぷら ４０６３）。
$火・土・日曜日、祝日
内 !２３８―１４８５
など魚市場の新鮮な食材を使った料理
伝統産業商品アイデアコンテスト
を除く９〜１６時% !２３８―１４８４）では次の
や、堺でとれた新鮮な野菜、アジアなど
堺市産業振興センターでは伝統産業の
催しを行います。
の各国の伝統料理と雑貨などを販売。魚
新たな商品を開発するためのアイデアを
"登山ハイキング
市場も営業します。
サッカーの動きを取り入れた、親子で
兵庫県の三国岳（８５５ｍ）に登ります。
その他、堺旧港周辺観光ガイドツアー 募集しています。項目は新しい和菓子、
一般向き。１２月１６日（日）、７時３０分に市 協力する体操を行います【写真】。
（１０時３０分・１２時から。/各１０人）、ステー 注染手ぬぐいの使い方、線香のパッケー
１２月９日（日）、!１０〜１１時（+４歳以 ジショー、縁日コーナーなど。詳しくは ジデザインと商品名。+小・中学生。締
民会館前集合、１９時ごろに同館前解散。
!!sakai め切りは１２月２０日。
,５，
２００円。-%（１通３人まで）で必要 上の未就学児とその保護者）、"１１時３０ 堺旧港観光市場ホームページ（http#
詳しくは伝統産業会館のホームページ
事項と年齢を１２月６日（必着）までに堺市 分〜１２時３０分（+小学１・２年生とその "kanko"ichiba.com!）でご覧になれます。来
!!www.sakaidensan.jp!）でご覧になる
保護者）、J―GREEN 堺（堺区築港八幡 場には公共交通機関をご利用ください。 （http#
レクリエーション協会へ。0２５人。
.観光推進課（!２２８―７４９３ !２２８― か、募集要項を請求してください。請求
町１４５）で。,１，
４００円。
泉州国際市民マラソン
は)(で必要事項と学校名、学年、「伝
-受け付け中。'(*で必要事項と子 ７３４２）。
親子ランニング
統産業アイデアコンテスト募集要項希
どもの年齢（小学生は学年）を J―GREE
市民活動☆交流かふぇ
泉州国際市民マラソンの２０周年を記念 N 堺（!２２２―０１２３ !２２２―３３５５
j"gree
望」を堺市産業振興センター（〒５９１―８０２５
「地域と企業の関わり方〜安全なまち
した、親子ランニングの参加者を募集し n@s"ntc.jp）へ。/各２０組。
北区長曽根町１８３―５ !２５５―１２２３ !
づくりをめざして〜」をテーマに、NPO ２５５―５２００）へ。
ます。
NHK 総合「オンバト＋」
法人チーム・スピリット・井上徹さんが
２月１７日（日）、１０時３０分から、りんく
堺伝統産業会館の催し
公開録画
活動内容などを紹介した後、交流会を開
う公園（泉佐野市）で。#１"コース#３
お笑いタレントが番組出演を懸けて、 催します。
"包丁研ぎ方教室
歳〜小学３年生とその保護者。#２"コ
堺打刃物伝統工芸士が指導します。
１２月２０日（木）、１８〜２０時、総合福祉会
ース#小学１〜３年生とその保護者。, 熱演を繰り広げるテレビ番組の審査員と
１２月１９日（水）、!１３〜１５時、"１５〜１７
館（堺区南瓦町２―１）で。無料。
１，
０００円。詳しくは同マラソン事務局ホ 観覧者を募集します。
!!www.senshu"marathon.jp
-'(*で必要事項と団体名（所属し 時、堺伝統産業会館で。包丁２丁持参。
１月１２日（土）、１３時４０分か１８時４０分、
ームページ（http#
!）でご覧になれます。
市民会館（堺区翁橋町２丁１―１）で。無 ている場合）を１２月１７日までに市民活動 ,各１，
０００円。
-市役所市政情報センター、区役所市 料。
コーナー「市民活動☆交流かふぇ」係（!
-%で必要事項と!か"を１２月１０日
!!www.nhk.o ２２８―８３４８ !２２８―８３５２
info@sakai"np （必着）までに堺刃物商工業協同組合連合
政情報コーナー、体育館にある申込書で
-NHK ホームページ（http#
スポーツ推進課か同マラソン事務局へ。 r.jp!event!）で１２月１６日まで受け付け。申 o.jp）へ。0１０人。
会（〒５９０―０９４１ 堺区材木町西１丁１―３０
し込み多数の場合は抽選。
堺伝統産業会館内 !２３３―０１１８ !
受け付けは１２月１０〜２１日。0１００組。
堺東イルミネーション
２３８―８９０６）へ。0各１５人。
.NHK 大阪放送局（!０６―６９４１―０４３１）
.同マラソンエントリー事務局（!０７２
―４３６―０８４９）かスポーツ推進課（!２２８― か堺市文化振興財団（!２２８―０４４０ !２２８
１２月１日〜１月６日、１７〜２３時、大小
.同連合会か堺市産業振興センター
７４３７ !２２８―７４５４）。
―０１１５）。
路筋や商店街を LED 電球で飾ります。 （!２５５―１２２３ !２５５―５２００）。
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