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体験 ・イベント
障害者作業所製品の展示販売
障害のある方が作ったアクセサリーや
陶器、クッキーなど手作り品を販売して
いるパッセ（堺駅前 プラットプラット
内）の商品を展示販売します。また、障
害者作業所の様子をパネルなどで紹介し
ます。
２月１９〜２２日、１０〜１７時３０分、市役所
本館１階で。入場無料。直接会場へ。
0障害者支援課（!２２８―７５１０ !２２８―
８９１８）。

レクリエーション協会の催し
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堺市レクリエーション協会（〒５９０―
００６１ 堺区翁橋町２丁１―１ 市民会館
%火・土・日曜日、祝日
内 !２３８―１４８５
を除く９〜１６時& !２３８―１４８４）では次の
催しを行います。
$登山ハイキング
兵庫県の鶴觜山（２６３ｍ）に登ります。
一般向き。２月２４日（日）、７時３０分に市
民会館前集合、１９時ごろに同館前解散。
.５，
２００円。/'（１通３人まで）で必要
事項と年齢を２月６日（必着）までに堺市
レクリエーション協会へ。2２０人。
$堺市少年少女合唱団・堺リーブズハ
ーモニー合唱団員募集
練習は日曜日、９〜１２時、市民会館
で。見学自由。-小学生〜高校生。申し
込み方法など詳しくは堺市レクリエーシ
ョン協会へ。

さかい

アセアン文化講座
市民科学講座との共同講座「インドネ
シア バティック（ろうけつ染め）でオリ
ジナル手ぬぐいをつくろう」を開催しま
す。
３月９日（土）、１３〜１６時、ソフィア・
堺（２１ページの地図参照）で。講師は、テ
キスタイルデザイナー・奥むつみさん。
.１，
５００円。
/'*,で必要事項と講座名を２月１
〜１８日（必着）に堺・アセアンウィーク実
行委員会事務局（〒５９０―００７８ 堺区南瓦
町３―１ アセアン交流推進室内 !２２２
―７３４３ !２２８―７９００
ako@city.sakai.lg.j
p）へ。2８人。
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百舌鳥古墳群
クイズで楽しむこども観察隊
百舌鳥古墳群の古墳を、クイズに答え
ながら親子で巡ります。
３月３日（日）、１３時３０分〜１６時、堺市
博物館（堺区百舌鳥夕雲町２丁 大仙公
園内）前広場集合。小雨決行。-小学生
とその保護者。無料。
/+*,（１通３人まで）で参加者全員
の必要事項と年齢を２月１８日（必着）まで
にオフィス・オルタナティブ（〒５４０―
００１２ 大阪市中央区谷町１丁目６―４
天満橋八千代ビル１０階 !０６―６９４５―５１６０
al@co.email.ne.jp）
!０６―６９２０―８１６７
へ。2３０組（１組３人まで）。
0オフィス・オルタナティブか世界文
化遺産推 進 室（ !２２８―７０１４ !２２８―
７２５１）。

１６
赤バラ水戸黄門歩こう会 in 堺

助さん・格さん役募集
４月７日（日）、大仙公園（堺区百舌鳥 するエピソー
夕雲町２丁）で行う「赤バラ水戸黄門歩こ ドや応募動機
う会 in 堺」で、仁徳天皇陵古墳周辺４! など２００字以
のコースを仮装して歩く助さんと格さん 内）に、カラ
役を募集します。書類審査（３月上旬に ー写真（全身
結果通知）を通過した方には、ドラマ「水 ・上半身・表
戸黄門」のプロデューサーによる面接審 情の分かる顔
査があります。当日は、ドラマで水戸黄 写真）を添え
門役を演じた俳優・里見浩太朗さんが登 て、２月２０日
里見浩太朗さん
場します。
（必着）までに
イベント内容など詳しくは来月号でお 広報部シティプロモーション担当（〒
知らせします。/(&で必要事項と生年 ５９０―００７８ 堺区南瓦町３―１ !２２８―
月日、身長、体重、靴のサイズ、助さん ７３４０ !２２８―８１０１）へ。応募書類は返
・格さんの別、自己 PR（水戸黄門に関 却しません。3各１人。

スポーツフェスティバル in 堺
小学生スポーツ教室

３月９日（土）、金岡公園体育館（２０ペ
ージの地図参照）を中心に開催する「スポ
ーツフェスティバル in 堺」で行う、小学
生スポーツ教室の参加者を募集します。
開催種目はバレーボール、バスケット
ボール、サッカー、陸上、野球。-市内
在住・在学・在クラブの小学生。.各
５００円。
%９時３０分〜１２時"陸上は小学１〜３
年生、陸上以外は初心者向け。
%１３時３０分〜１６時"陸上は小学４〜６
年生、陸上以外は経験者向け。
/'で必要事項と学年、種目、初心者
家族のつどい
教育センター 市民科学講座
・経験者の別（陸上を除く）を２月１３日
みかん狩りファミリーキャンプ （必着）までに堺市教育スポーツ振興事業
教育センター（〒５９９―８２７３ 中区深井
三宝柑（サンボウカン）狩りとジャム作 団（〒５９９―８１２３ 東区北野田１０７７ アミ
清水町１４２６ ソフィア・堺内 !２７０―
８１２０ !２７０―８１３０
kyoikusenta"kagaku り、石窯でのパン焼きに挑戦します。
ナス北野田内 !２９４―６１１１ !２３７―
kyoiku@sakai.ed.jp）では次の催しを行いま
３月９・１０日、日高少年自然の家（和 ６００１）へ。2各５０人。
す。いずれも保護者同伴で。無料。
歌山県日高郡日高町）で。９日、１２時、
美原総合スポーツセンター
!バイオ博士のキノコづくり"木を使 現地集合、１０日、１２時、現地解散。-市
施設２週間体験
わずに、室内でのエノキタケづくりに挑 内在住・在学・在勤の方とその家族。.
美原総合スポーツセンター（美原区小
戦します。２月９日（土）、１４〜１６時。- ２０歳以上７，
２００円。中学生〜１９歳６，
８００
市内在住・在学の小学３年生〜中学生。 円。小学生６，
６００円。３歳以上の未就学 平尾１１４１―１）では、「施設２週間体験」を
開催します。マシンジムやプール、スタ
"磁石の不思議"磁石の性質を利用し 児６，
２００円。
たおもちゃを作ります。２月１６日（土）、
/２月２日、１０時から)*で必要事項 ジオのレッスンプログラムなどを受け付
け日から２週間体験できます。
１３時３０分〜１５時３０分。-市内在住・在学 を日高少年自然の家（!０７３８―６４―２８７１
!０７３８―６４―２５７９）へ。1５０人。
２月１３日まで受け付け（木曜日は休
の小学３〜６年生。
館）。-１６歳以上。.３，
６７５円。直接会場
#ミクロの世界「結晶・鉱物」"実体顕
みなと堺グリーンひろば
へ。マシンジムを利用する場合は上靴、
微鏡で、いろいろな物質の結晶や火山灰
硬式野球場
一般利用抽選会
プールを利用する場合はスイムキャップ
などに含まれている鉱物を観察し、実際
４〜７月分を２月１３日（水）、９時３０分 が必要です。0同センター（!３６９―０５７７
に結晶を作ります。３月２日（土）、１０〜
!３６９―０５７６）。
１２時。-市内在住・在学の小学３年生〜 から家原大池体育館（２０ページの地図参
照）で受け付け（１０時に抽選）。直接会場
中学生。
堺旧港観光市場
/',で代表者の必要事項と参加者全 へ。-登録団体（登録の資格や方法はス
２月１０日（日）、１０〜１４時、堺魚市場
員の氏名（ふりがな）、学年、講座名を! ポーツ施設課へお問い合わせください。
は２月５日、"は２月８日、#は２月１９ 当日の登録は不可）。0同館（!２７１―１７１８ （堺区栄橋町２丁４―１）で開催します。
!２７１―１７９３）かスポーツ施設課（!２２８― 入場無料。直接会場へ。
日（いずれも必着）までに教育センター
７５６７ !２２８―７４５４）。
マグロの解体即売を実施。サザエなど
へ。2!#各１６人、"２４人。
電 子
メール

電 子
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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
や、堺でとれた野菜、アジアの雑貨など
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。1各１０人）など。
詳しくは堺旧港観光市場ホームページ（h
ttp#
!!sakai"kanko"ichiba.com!）でご 覧 に な
れます。来場には公共交通機関をご利用
ください。なお、天候により、イベント
内容を変更する場合があります。
0観光推進課（!２２８―７４９３ !２２８―
７３４２）。

堺東まちなか!逸品バル"
２月２１〜２３日に開催します。
堺東の商店街内特設会場などで販売す
る４枚つづり２，
６００円（前売りは２，
２００円
で販売中）のチケットを利用すると、参
加店舗約７０店でお得な特別メニュー（ド
リンクとフード）を味わえます。一部参
加店舗では、堺産農産物「堺のめぐみ」を
使ったメニューやスタンプラリー、お土
産、女性限定メニューなどもあります。
0堺東まちなか#逸品バル$実行委員会
%１０〜１８時&）か
事務局（!０８０―３８３７―０７２２
商業流通課（!２２８―８８１４ !２２８―８８１６）。

知的書評合戦ビブリオバトル in さかい
お薦めの本の魅力を５分間で紹介し、
本について語り合い、みんなで一番読み
たくなった本を決定するビブリオバトル
の発表者と観戦者を募集します。
今回のテーマは「予想外」です。
２月１７日（日）、１４〜１５時３０分、中央図
書館で。無料。
/受け付け中。(),で氏名と発表者
か観戦者の別を同館（堺区大仙中町１８―１
chuuouto
!２４４―３８１１ !２４４―３３２１
@city.sakai.lg.jp）へ。1発表者６人、観戦
者３０人。
電 子
メール

