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物語などの王朝物語や勅撰和歌集の名歌
などに題材を求めた絵画や工芸品が流行
しました。
本展では、安土桃山時代から江戸時代
堺市立中学校連合書初展
にかけて描かれた土佐派の源氏絵などを
市立中学校に通う子どもたちの書き初 展示します。
め作品を展示します。
"同展展示品を解説
１月２６・２７日、１０〜１６時、ソフィア・
同館学芸員が展示品を解説します。
堺（２０ページの地図参照）で。無料。直接
１月２６日（土）、１４時から３０分程度。無
会場へ。
料（入館料は必要）。直接会場へ。
)教務課（!２２８―７４３６ !２２８―７４２１）。 ■スポット展示「クイズ"むかしの道具」
１月８日〜３月３１日に開催します。
堺市立ようちえんてん
博物館が収集している、昔使われてい
市立幼稚園に通う子どもたちの絵画や た道具をクイズ形式で分かりやすく展示
幼稚園生活の写真などを展示します。
し、道具の変化やそれによってもたらさ
１月２５・２６日、１０〜１８時（２６日は１６時 れた生活の移り変わりを紹介します。
まで）、文化館（堺市駅前 ベルマージュ ■体験学習会「昔の道具・あそび体験会」
堺弐番館内）で。無料。直接会場へ。
足踏み脱穀機や石臼など、昔の道具を
)教務課（!２２８―７４３６ !２２８―７４２１）。 動かしたり、おじいさんやおばあさんが
子どもだった頃の遊びを体験します。
堺風景スケッチ画展
１月２０日（日）、１３〜１６時。&小・中学
堺伝統産業会館や堺の風景を描いたス 生とその保護者。無料。直接会場へ。*
ケッチ画を展示します。主宰は堺在住の ５０人。
画家・岩本かずえ。
#開館時間!９時３０分〜１７時１５分（入
１月１０〜１６日、１０〜１７時、堺伝統産業 館は１６時３０分まで）。#休館日!１月１
会館（堺区材木町西１丁１―３０）で。無料。 〜４・７・２１・２８日。#入館料!一般
直接会場へ。
２００円。高校・大学生１００円。小・中学生
)同館（!２２７―１００１ !２２７―５００６）。
５０円。６５歳以上、障害のある方、市内在
住・在学の小・中学生は無料。
羽衣学園創立９
０周年・
)同館かハローミュージアム（２４時間
羽衣国際大学開学１
０周年
展覧会案内 !２４４―９８９８）。
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記念コンサート

東文化会館の催し

演奏は大阪市音楽団。
東文化会館（北野田駅前）では次の催し
２月２日（土）、１３時３０分開演、羽衣学
園講堂（高石市東羽衣）で。無料。直接会 を行います。詳しくは同館へ。
"北野田フェスティバル（!２３０―０１３４
場へ。*１，
２００人。
)羽衣国際大学総合企画室（!２６５― "水曜日休館# !２３０―０１３８）
７１０５ !２６５―７００５）か生涯学習課（!２２８―
#和泉流新春狂言!出演は和泉元彌、
７６３１ !２２８―０３７１）。
和泉淳子、三宅藤九郎ほか。曲目は「靭
猿」、「寝音曲」など。１月１２日（土）、１４
堺市博物館の催し
時開演、メインホールで。入場料２，
０００
堺市博物館（堺区百舌鳥夕雲町２丁
円。全席自由席。
大仙公園内 !２４５―６２０１ !２４５―６２６３）
#登美丘高校吹奏楽部新春コンサート
では次の催しを行います。
!１月１４日（祝日）、１３時３０分開演、メイ
■企画展「近世のやまと絵―源氏物語に ンホールで。無料。直接会場へ。
求めた『雅（みやび）』」
#大美野アート２０１３!地元の皆さんに
１月１２
よる写真・書道・絵画などのアート展。
の土
日〜３月
大美野幼稚園の子どもたちも出展しま
う佐
３日に開
す。音楽演奏もあります。２月１〜４
ち
派
﹁﹁
催 し ま
日、１０〜１８時、ギャラリーで。無料。直
初源
す。
接会場へ。
音氏
﹂物
平安時
"生涯学習施設（!２３４―５６９１ !２３４―
語 ５６９７）
代に宮廷
図
#日本画教室!はじめての方にもスケ
や貴族の
色
紙
ッチから指導します。第２・４月曜日、
間で開花
﹂
９時３０分〜１２時。'月５，
０００円。１月は
し た「 や
まと絵」は、「源氏物語」を描いた「源氏 ７・２８日。見学できます。
#グローブ空手教室!土曜日、１８時４５
絵」などを題材に、土佐派の絵師らによ
って連綿と受け継がれていきました。安 分〜１９時４５分（小学生クラス）、１９時４５分
土桃山時代から江戸時代初めにかけて、 〜２１時（一般クラス）。費用など詳しくは
京都の公家や町衆の間で源氏物語・伊勢 同館へ。

１８

市民会館 ラブ・サウンズ
コンサートシリーズ２０１３
堺市文化振興財団（!２２８―０４４０ !２２８
―０１１５）では、次のコンサートを市民会館
（堺区翁橋町２丁１―１）で開催します。
前売券は、市民会館、ローソン、チケ
ットぴあ、CN プレイガイド、イープラ
スほかで発売。同財団で電話予約も可
（!２２８―００５５）。未就学児の入場はご遠慮
ください。
■小椋桂
３月３日（日）、１７時開演。前売券!１
月２６日発売。１月２８日から電話予約可。
５，
２５０円。全席指定席。
■立川志の輔
３月２１日（木）、１８時３０分開演。前売券

市立堺病院がん患者会
ニューイヤーコンサート
がん患者会「ブランコの会」主催で、大
阪芸術大学卒業生によるコンサートを開
催します。
１月１３日（日）、１３時３０分〜１４時３０分、
市立堺病院（堺区南安井町１丁１―１）３
階講堂で。無料。直接会場へ。
)堺病院看護局（!２２１―１７００ !２２５―
３３０３）。

小椋桂

立川志の輔

!１月１２日発売。１月１５日から電話予
約可。Ｓ席４，
０００円。Ａ席３，
０００円。全
席指定席。
直接会場へ。*１２０人。
)堺観光コンベンション協会（!２３３―
５２５８ !２３３―８４４８）。

日本文化体験「落語」

知っているようで知らない落語につい
て学びます。所作のミニ体験や落語観賞
もします。
２月３日（日）、１３時３０分〜１５時、国際
交流プラザ（堺区中瓦町１丁４―２４）で。
&中学生以上。'２００円。
($%で必要事項を１月１８日（必着）ま
アルテベルの催し
でに堺・バークレー協会事務局（〒５９０―
アルテベル（美原区黒山１６７―１ !３６３ ００７７ 堺区中瓦町１丁４―２４ 国際交流
―６８６８
"１月２８日休館# !３６３―００７０）では プラザ内 !３４０―１０９０ !３４０―１０９１）
次の催しを行います。
へ。+４０人。
"Saturday Jazz Time Vol.20
みはら歴史博物館の催し
中野ひろし＆スゥイングガイズ・オー
みはら歴史博物館（美原区黒山２８１ !
ケストラによるジャズコンサート。今回
は「映画音楽特集」です。曲目は「ある愛 ３６２―２７３６ !３６２―２２６０）では次の催しを
の詩」
「慕情」
「My heart will go on」な 行います。
■特別展「瓦が語る美原の古代寺院―黒
ど。
２月１６日（土）、１９時開演。前売券! 山廃寺をめぐって―」
１月２７日まで開催中。
１，
０００円。全席自由席。
"特別展展示品を解説
"アルテベル みはら寄席
同館学芸員が展示品を解説します。
落語や漫才によるお笑いライブ。出演
１月１２日（土）、１４時から３０分程度。無
は桂福団治、桂南光、桂雀々、シンデレ
ラエキスプレス、チキチキジョニー、桂 料（入館料は必要）。直接会場へ。
■ミュージアムクイズ「クイズにチャレ
福丸。
２月２４日（日）、１３時３０分開演。前売券 ンジ#」
１月５〜２７日、美原区の歴史・文化に
!３，
５００円。全席指定席。
関連したクイズに挑戦するコーナーを展
２
１
（ツーワン）
コンサート
示室に設けます。&小・中学生。全問正
「口笛とピアノ!？？」をテーマに開催 解した方に粗品を進呈（*１０人）。無料。
します。出演は whiano（ウィアーノ） 直接会場へ。
（口笛とピアノデュオによるユニット）、
#開館時間!９時３０分〜１７時１５分（入
儀間太久実（口笛）、北岡梓（ピアノ）。曲 館は１６時３０分まで）。#休館日!１月１
目は「アメージンググレース」
「さくら」な 〜４・７・１５・２１・２８日。#入館料!一
ど。
般２００円（特別展開催期間中は５００円）。中
１月２５日（金）、１８時３０分〜１９時３０分、 学生以下、６５歳以上、障害のある方は無
市役所高層館２１階展望ロビーで。無料。 料。

