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体験 ・イベント
堺旧港観光市場
１月１３日（日）、１０〜１４時、堺魚市場
（堺区栄橋町２丁４―１）で開催します。
入場無料。直接会場へ。
マグロの解体即売を実施。サザエなど
を炭火で焼く海鮮焼き、海鮮丼、天ぷら
など魚市場の新鮮な食材を使った料理な
どを販売。魚市場も営業します。
その他、堺旧港周辺観光ガイドツアー
（１０時３０分・１２時から。/各１０人）など。
詳しくは堺旧港観光市場ホームページ
!!sakai"kanko"ichiba.com!）で ご 覧 に
（http#
なれます。来場には公共交通機関をご利
用ください。天候によりイベント内容を
変更する場合があります。
.観光推進課（!２２８―７４９３ !２２８―
７３４２）。
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JTB スポーツステーションホームペー
!!jtbsports.jp）で。/"３０チーム
ジ（http#
（１チーム４〜１０人）、#１５０人。
.同事務局かスポーツ推進課（!２２８―
７４３７ !２２８―７４５４）。

さかい

堺で科学

１６

サかイエンス２０１３

科学に親しみ、科学の面白さや
科学技術と日常の関わりを参加体
験型の学習をとおして楽しく学び
美原総合スポーツセンター（美原区小 ます。
平尾１１４１―１）の屋内プールは１回ごとの
２月３日（日）、９時３０分〜１６
利用が可能です。小学４年生以下の子ど 時、ソフィア・堺（２０ページの地
もは保護者同伴で（保護者１人につき子 図参照）大ギャラリーなどで。小
ども２人まで）。
学生以下は保護者同伴で。いずれ
$プール利用料金#一般６００円。高校 も無料。直接会場へ。
生以下３００円（中学・高校生は学生証の提
$サかイエンスラボ#おもしろ
示が必要）。
科学実験、科学おもちゃづくり、ミニソ
$営業時間#月〜水・金曜日、９〜２３ ーラーカー乗車体験など。$楽しい科学
時。土・日曜日、祝休日、９〜２１時。
実験ショー「空気の力」
【写真】#空気バズ
$休館日#木曜日。
ーカの実験など。１１・１４時から。$堺サ
なお、プールの利用はいずれも終業時 イエンスクラブ活動発表#１０時から。$
間の１５分前まで。１月は５日から営業。 堺星空館プラネタリウム無料投影#１０・
プール内に設置している備品以外は利 １１・１３・１４・１５時から。/各１６０人（午前
教育センターの催し
用できません。
教育センター（〒５９９―８２７３ 中区深井
.同センター（!３６９―０５７７ !３６９― （土）、９時３０分〜１０時にさやか公園（大
清水町１４２６ ソフィア・堺内 !２７０― ０５７６）。
阪狭山市狭山）で受け付け。さやか公園
８１２０ !２７０―８１３０
kyoikusenta"kagaku
〜千早口駅の約１５．
５"。
NOMO ベースボールクラブ
kyoiku@sakai.ed.jp）では次の催しを行いま
.南海テレホンセンター（!０６―６６４３―
親子ティーボール教室
１００５）か観光企画課（!２２８―７４９３ !２２８―
す。
NOMO ベースボールクラブの選手が ７３４２）。
$静電気の不思議#ストロー、風船、
塩化ビニルパイプなどを使って、静電気 指導します。
スポーツフェスティバル in 堺
２月９日（土）、９時３０分〜１２時、大浜
の実験をします。２月９日（土）、１０〜１２
種目別大会
時。+市内在住・在学の小学３〜６年生 体育館（２１ページの地図参照）で。無料。
+５歳児〜小学３年生とその保護者。
（保護者同伴で）。無料。
-)(*で必要事項と学年、保護者氏
-%*で代表者の必要事項と参加者全
員の氏名、学年、講座名を１月２２日（必 名を１月１５〜１７日（必着）に堺市教育スポ
ーツ振興事業団（〒５９９―８１２３ 東区北野
着）までに教育センターへ。0２４人。
田１０７７ アミナス北野田内 !２９４―６１１１
泉州リレーマラソン＆
sports３@sakai―espa.
!２３７―６００１
いずみさのウォーキング
com）へ。0６０組。
泉州国際市民マラ
かんたんスポーツ
３月９・１０日、金岡公園体育館（２１ペ
ソンの２０周年を記念
車椅子を使ったスポーツを体験できま ージの地図参照）を中心に開催する、ス
した、リレーマラソ
す。障害のある方もない方も参加できま ポーツフェスティバル in 堺の種目別大
ンとウォーキングの
す。
会の参加者を募集します。
参加者を募集しま
１月１３日（日）、１０〜１２時、健康福祉プ
大会は３月１０日（日）、１０時から。+市
す。
ラザ（堺区旭ヶ丘中町４丁３―１）で。無 内在住・在勤・在学・在クラブで種目ご
２月３日（日）、り
料。
との要件を満たす方。,１人５００円。
んくう公園（泉佐野
-当日、&で健康福祉プラザスポーツ
募集する種目・チーム数（人数）は次の
市）で。参加者を対象に、大抽選会やロ
ンドンオリンピック・レスリング女子金 センター（!２７５―５０２９ !２４３―４５４５）へ。 とおり。
$インディアカ#２４チーム
メダリスト・吉田沙保里さん【写真】のト
愉快・爽快・空海ウォーク
$グラウンド・ゴルフ#６００人
ークショーも行います。+泉州地域在住
いずれもゴールで各地特産品が当たる
$ゲートボール#６０チーム
・在勤・在学の方。
$ターゲット・バードゴルフ【写真】#
"２０"リレーマラソン#９時３０分か 抽選会を行います。無料。直接会場へ。
１８０人
ら。一般の部（+高校生以上）とキッズの 小雨決行。昼食は各自で。
$世界遺産を目指す!堺の百舌鳥・古
$バウンドテニス#２０チーム
部（+小・中学生）があります。,１人
市古墳群を巡る#１月１９日（土）、９時３０
-１月２３日から市役所市政情報センタ
２，
５００円（小学生は１，
０００円）。
#１０"ウォーキング#９時１５分から。 分〜１０時に水賀池公園（中区深井水池町 ー、区役所市政情報コーナー、体育館、
３２１２）で受け付け。水賀池公園〜向陵公 スポーツ推進課にある申込書（堺市教育
,８００円。
-１月７日から'で泉州マラソン・プ 園（堺区向陵東町３丁２２０―２）の約１１"。 スポーツ振興事業団ホームページからダ
$世界遺産高野山へ参る いにしえの ウンロード可）で同事業団へ。受け付け
レイベント事務局（報知新聞大阪本社内
!０６―７７３２―２０１６ !０６―６３６４―１７９５）か 道 ・ 西 高 野 街 道 を 訪 ね て # ２ 月 ２ 日 は１月２３日〜２月６日（必着）。定員を超

美原総合スポーツセンターで
屋内プールが利用できます

電 子
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電 子
メール

の回は９時３０分、午後の回は１２時３０分
から整理券配布）。
その他、大阪府立大学や協力企業に
よる科学体験コーナーなどがありま
す。
.教育センター（!２７０―８１２０ !２７０
―８１３０）。
えた場合は抽選。
.同事業団（!２９４―６１１１ !２３７―６００１
http#
!!www.sakai"espa.com!）。
ホーム
ページ

サイクルセンターの催し
"自転車博物館（堺区大仙中町１８―２）
$特別展「輪行展 公共交通を利用し
て広がるサイクリングの世界」#３月２４
日まで。$手作りおもちゃ教室「木のお
もちゃ」#１月２０日（日）、１０〜１５時。無
料（入館料は必要）。直接会場へ。/５０
人。
"自転車ひろば（大仙公園内）
$クラシック自転車のレプリカ体験試
乗#１月１３・２７日、１０〜１５時３０分。雨天
中止。$自転車乗り方教室#水・土曜日
と第１・３・５日曜日（１月は１２日が初
回）。無料。要予約。+５〜６０歳で身長
１０５!以上。$こども自転車安全教室と
大仙公園サイクリング#１月２７日（日）、
９〜１１時３０分。要予約。
"サイクリング
いずれも９〜１２時。要予約。$自転車
散歩#１月１３日（日）。$健康サイクリン
グ#１月１４日（祝日）。$マウンテンバイ
クツーリング#１月２０日（日）。
詳しくはサイクルセンター（!２４３―
３１９６ !２４４―４１１９）か、ものづくり支援
課（!２２８―７５３４ !２２８―８８１６）へ。

自転車デー
堺自転車のまちづくり・市民の会で
は、自転車利用者へマナー向上の呼びか
けや自転車無料点検などを行います。
１月１８日（金）、１３〜１５時、市役所市民
広場で。無料。直接会場へ。雨天中止。
.自転車まちづくり推進室（!２２８―
７６３６ !２２８―０２２０）。

