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)対象 *費用 定員…-先着 /選考
.多数の場合は抽選 ,問い合わせ先
+申し込み方法 'はがき #往復はがき
%電話 &FAX (電子メール "郵送
$直接来館（庁）0ホームページ
!電子申請システム(http://www.city.sakai.
lg.jp/city/info/̲ joshi/shinsei/index.html)

はがき、FAX で申し込む場合、特記のない限り以下に注意してください。
!必要事項
（郵便番号・住所、
氏名
【ふりがなも】
、
電話・FAX 番号）
を必ず記入
"募集項目
（必要な場合は希望日時、コースなども）
を必ず記入
#申し込みは１通につき１人１講座で同一講座への重複申し込みは不可
$２人以上での申し込みが可能な場合は全員の必要事項を記入

講習 ・講演
堺歴史文化市民講座
「近世上方歌舞伎と堺」
堺と上方歌舞伎について、佛教大学准
教授・斉藤利彦さんが講演します。
１月２０日（日）、１４〜１６時、中央図書館
（堺区大仙中町１８―１）で。無料。手話通
訳あり。
1１月８日、１０時から*+,で必要事
項を同館（!２４４―３８１１ !２４４―３３２１）へ。
3８０人。

韓国語講座（入門編）

子ども読書活動推進事業
ボランティアステップアップ講座
いずれも/市内で子どもの読書に関わ
るボランティア活動をしている方。無料。
■東図書館（北野田駅前 アミナス北野
田内 !２３５―１３４５ !２３６―１５１７）
「本は人生の羅針盤〜１０代の読書を考
える」をテーマに清教学園教諭・片岡則
夫さんが講演します。
１月１３日（日）、１４〜１６時、東文化会館
（アミナス北野田内）で。
1１月６日、１０時から*+で東図書館
へ。3７０人。
■中図書館（ソフィア・堺内#２０ページの
地図参照$ !２７０―８１４０ !２７０―８１４９）
童心社・日下部茂子さんが「子どもた
ちに紙芝居のたのしさを」をテーマに講
演します。
１月２５日（金）、１３〜１５時、同館で。
1１月１１日、１０時から*+で同館へ。
3４０人。

平成２
５年（２
０
１
３年）
１月１日

ウェスティ講座

堺行基の会２
０
１
３年講演会

次の講座の受講生を募集します。
■文化講座（２月開催）
'バレンタインチョコ
締め切りは１月１５日（必着）。
■春の１日体験講座（２月２３日"土#）
'おやこでフラダンス 'おやこで口
笛体験 'おやこで茶道〜初めてのお抹
茶のいただきかた
締め切りは１月３１日（必着）。
いずれも受講料などが必要。
講座内容や申し込み方法など詳しくは
ウェスティ（西区鳳東町６丁６００ !２７５―
０１２０ !２７５―０１３０）へ。

「行基の学問と南都六宗」をテーマに大
阪教育大学名誉教授・吉田靖雄さんが講
演します。
１月２７日（日）、１４〜１５時３０分、東文化
会館（北野田駅前）生涯学習施設で。0
５００円。直接会場へ。
2堺行基の会（吉田 !２７１―５９７２）か文
化課（!２２８―７１４３ !２２８―８１７４）。

芸術 ・文化
アートクラブグランプリ in SAKAI

赤十字救急法救急員養成講習会
人身事故や急病に対する正しい応急手
当の知識や技術を指導する講習会を開催
します。
２月２６〜２８日、１０〜１７時、関西大学堺
キャンパス（堺区香ヶ丘町１丁１１―１）
で。/市内在住・在勤・在学の１５歳以上
で、全日受講できる方。無料。
1-で必要事項と年齢、昼間に連絡の
とれる電話番号、「救急法救急員養成講
習会受講希望」を１月３１日（消印有効）ま
でに日赤堺市地区本部事務局（〒５９０―
００７８ 堺区南瓦町３―１ 市民協働課内
!２２８―７４０５ !２２８―０３７１）へ。4２０
人。

全国の中学校美術部などで活動する中
学生の作品４，
０８１点から選ばれた入賞・
入選作品の油彩・水彩画など１４４点を展
示します【写真】。
１月６〜１４日（９日は休館）、９時３０分
〜１９時、東文化会館（北野田駅前）北野田
フェスティバル２階ギャラリーで。無
料。直接会場へ。
2アートクラブグランプリ in SAKA
I 事務局（!２５１―３００５）か学校企画課（!
２２８―７４３６ !２２８―７４２１）。

ハングルの読み書き、自己紹介、挨拶
などの基礎的な会話を学べる講座です。
サッカー選手の強いからだの
いずれも全１２回。
秘密を知ろう!食育講座
３月１１日〜６月１０日の月曜日、!１８〜
サッカー選手の体づくりやけがをした
１９時１５分、"１９時３０分〜２０時４５分。３月
文化館の催し
ときの効果的な食事について、「サッカ
１５日〜６月７日の金曜日、#１５〜１６時１５
文化館（堺区田出井町１―２―２００ ベル
ー食」の著者である管理栄養士・吉川珠
分。いずれも堺市産業振興センター（中
関西大学堺キャンパスの催し
美さんが講演します。栄養のバランスを マージュ堺弐番館内 !２２２―５５３３ !
百舌鳥駅前）で。
関西大学堺キャンパスでは次の公開講 考えた「強いからだを作る弁当」が付きま ２２２―６８３３）では次の展示を行っています。
３月８日〜５月３１日の金曜日、$１８〜
■与謝野晶子文芸館
１９時１５分、%１９時３０分〜２０時４５分、総合 座などを開催します。/市内在住の方 す。
（"は５〜９歳）。いずれも無料。詳しく
没後７０年記念特別展「与謝野晶子と旅」
１月１２日（土）、１０時３０分〜１３時、J―
福祉会館（堺区南瓦町２―１）で。
0各８，
０００円（別途テキスト代２，
０００円 は関西大学人間健康学部ホームページ（h GREEN 堺（堺区築港八幡町１４５）で。/ を１月１４日まで開催中。
ttp#
!!www.kansai"u.ac.jp!Fc̲hw!）でご覧に 市内在住の小学生以上（小学生は保護者
が必要）。
１月１８日から常設展「与謝野晶子 生
1１月８日から+,で必要事項と日時 なれます。
同伴で）。0一般１，
５００円。中学・高校生 涯と作品」第３期を開催します。
!すこやか教養講座"２月９日（土）、 １，
（!〜%）を花日韓友交協会（!０１２０―８７０―
&同展展示品を解説
０００円。小学生８００円。
５３０ !０１２０―８７０―５３８）へ。3各３０人。
１４〜１５時３０分。講師は関西大学教授・山
同館学芸員が展示品を解説します。
1+,.で必要事項を J―GREEN
j"green
2同協会か国際交流プラザ（!３４０― 縣文治さん。
１月１３日（日）、１４時から２０分程度。無
堺（!２２２―０１２３ !２２２―３３５５
１０９０ !３４０―１０９１）。
"こどもダンス教室"２月１６日（土）、 @s"ntc.jp）へ。3１００人。
料（入館料は必要）。直接会場へ。
１０〜１１時３０分。講師は関西大学の学生。
■アルフォンス・ミュシャ館
ステンドグラス教室
アセアン文化講座
#ユーモア映画鑑賞講座―小津映画に
企画展「ミュシャを愛した日本人」を開
障害のある方もない方も受講できま ユーモアを学ぶ「お早よう」"２月１６日
タイ料理（パイナップル入りチャーハ 催中。
す。２月６・１３・２０・２７日、３月６・１３ （土）、１４〜１６時３０分。講師は関西大学教 ンなど３品）を作りながら、同国の文化
&同展展示品を解説
・２０・２７日、１４〜１６時３０分、健康福祉プ 授・森下伸也さん。
への理解を深めます。
同館学芸員が展示品を解説します。
ラザで。0３，
８００円。
１月２３日（水）、１１〜１４時、ウェスティ
1-,で必要事項と講座名を!は１月
１月１４日（祝日）、１４時から２０分程度。
1+,(で必要事項と講座名、年齢、 ２５日、"#は２月１日（いずれも必着）ま （西区鳳東町６丁６００）で。0１，
５００円。
無料（入館料は必要）。直接会場へ。
障害のある方は障害名・等級、手話通訳 でに関西大学堺事務局地域連携係（〒５９０
1),.で必要事項と講座名を１月１５
'開館時間"９時３０分〜１７時１５分（入
や要約筆記などが必要な方はその旨を、 ―８５１５ 堺区香ヶ丘町１丁１１―１ !２２９― 日（必着）までに堺・アセアンウィーク実 館は１６時３０分まで）。'休館日"１月１
１月４〜２３日（必着）に健康福祉プラザ市 ５０２４ !２２９―５０８２）へ。4!１５０人、"３０ 行委員会事務局（〒５９０―００７８ 堺区南瓦 〜４・７・１５〜１７・２１・２８日。'入館料
町３―１ アセアン交流推進室内 !２２２ （両館共通）"一般５００円。高校・大学生
民交流センター（〒５９０―０８０８ 堺区旭ヶ 人、#２００人。
ako@city.sakai.lg. ３００円。小・中学生１００円。未就学児、６５
丘中町４丁３―１ !２７５―５０１７ !２４３―
2同大学事務局か企画部企画推進担当 ―７３４３ !２２８―７９００
０３３０）へ。4１５人。
jp）へ。4１８人。
歳以上、障害のある方は無料。
（!２２８―７４８０ !２２２―９６９４）。
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