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記号の見方

● 申し込み要領 ●

２

月

時間は２
４時間表記
)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

平成２
５年（２
０
１
３年）
２月１日

"環境教育講座「お庭で出来る生きも 料。要予約。*５〜６０歳で身長１０５!以
の観察〜生物多様性の庭づくり〜」"生 上。
物多様性に配慮した庭造りと、家の周り
$サイクリング
で簡単にできる身近な生き物の観察方法
いずれも９〜１２時。要予約。%自転車
について講義と野外実習で学びます。講 散歩"２月１０日（日）。%健康サイクリン
師は生態教育センター理事長・小河原孝 グ"２月１７日（日）。%マウンテンバイク
生さん。３月１６日（土）、１０〜１５時３０分。 ツーリング"２月２４日（日）。
詳しくはサイクルセンター（!２４３―
*１８歳以上。+２，
０００円。
#講演会「今の風景・昔の風景〜人の ３１９６ !２４４―４１１９）か、ものづくり支援
暮らしと植生の変化〜」"市南部地域の 課（!２２８―７５３４ !２２８―８８１６）へ。
古代から現代までの人々の暮らしとそれ
ハーベストの丘 ２月の催し
に伴う植生の変化について考える講演会
ハーベストの丘（南区鉢ヶ峯寺２４０５―１
を行います。演者は泉北高校教諭・木村
http:
!２９６―９９１１ !２９６―９９２０
進さんほか。３月１７日（日）、１３〜１５時３０
!!www.farm.or.jp!）では次の催しを行いま
分。*１８歳以上。無料。
,!は２月３日、"は２月９日、#は す。
$いちご狩り（５月３１日まで）
２月１０日から'で堺自然ふれあいの森
へ。.!２０人、"１５人、#６０人。
取
っ
自然工作体験
た
イ
いずれも+１００円。直接会場へ。
チ
ゴ
$堺千年の森クラブ「自然工作会」
が
竹でカタツムリやミニすだれを作りま
食
す。２月２日（土）、１３〜１５時、都市緑化
べ
放
センター（２１ページの地図参照）で。
題
$杉風舎「自然工作教室」
火・木・土・日曜日、１１時から（要予
いろいろな植物の種を使って工作しま
４００円。４歳〜小学
す。２月１０日（日）、１０〜１４時、大仙公園 約）。+中学生以上１，
１００円。１〜３歳５００円。３・４月分
（堺区百舌鳥夕雲町２丁）内にある休憩施 生１，
の予約は２月１日から。
設の杉風舎で。
$グルメ体験教室
-堺市公園協会（!２４５―００７０ !２４５―
００６９）。
%いちご摘みといちご大福作り"土・
日曜日、祝日、
１１時・１４時３０分（２月２３日は
市民活動☆交流かふぇ
１４時３０分のみ）から１００分。+１，
７００円。
「企業の地域貢献事例を聴く〜住友ゴ
%キッズシェフ体験"シェフの格好で
ム CSR 基金〜」をテーマに、住友ゴム い ち ご タ ル ト を 作 り ま す 。 ２ 月２３日
工業 CSR 推進室・石田茂さんが活動内 （土）、１０時３０分〜１２時３０分（要予約）。*
０００円（別途コックコート代
容などを紹介した後、交流会を開催しま 小学生。+２，
１，
０００円が必要）。
す。
%粉から作るカレーまん"月〜金曜
２月１８日（月）、１８〜２０時、総合福祉会
日、１１〜１２時３０分。土・日曜日、祝日、
館（堺区南瓦町２―１）で。無料。
,'()で必要事項と団体名（所属し １５〜１６時３０分。+１，
２００円。.各３６人。
ている場合）を２月１５日までに市民活動
$わんダフル DAY
コーナー「市民活動☆交流かふぇ」係（!
飼い犬と園内で遊べます。２月１０・１７
info@sakai"np ・２４日。
２２８―８３４８ !２２８―８３５２
o.jp）へ。/１０人。
$３月から営業時間・入園料を変更
３月１日から通常営業となり、営業時
サイクルセンターの催し
間を９時３０分〜１８時（２月２８日までは１０
$自転車博物館（堺区大仙中町１８―２） 〜１７時）、入園料を中学生以上９００円、４
%特別展「輪行展 公共交通を利用し 歳〜小学生５００円（２月２８日まではそれぞ
て広がるサイクリングの世界」"３月２４ れ５００円、３００円）に変更します。
日まで。%手作りおもちゃ教室「十二単
詳しくはハーベストの丘ホームページ
（ひとえ）びな」"２月１７日（日）、１０〜１５ でご覧になれます。
時。無料（入館料は必要）。直接会場へ。
$農産物直売所イベント
.５０人。
２月２４日（日）、９時３０分から。友好都
市・奈良県東吉野村の特産品を販売。餅
$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 つきの実演とついた餅の販売もありま
乗"２月１０・１１・２４日、１０〜１５時３０分。 す。詳しくは同所（!２９６―９９２６ !２８４―
０６９０）へ。
雨天中止。
-ハーベストの丘か農水産課（!２２８―
%自転車乗り方教室"水・土曜日と第
１・３・５日曜日、９時２０分〜１６時。無 ６９７１ !２２８―７３７０）。
ホーム
ページ

芸術 ・文化
フェスティバル in 栂
栂文化会館（栂・美木多駅前）では２月
１５〜１７日に「フェスティバル in 栂」を開
催します。
%展示"絵画・陶芸など１１部門２５サー
クルの作品を展示。２月１５〜１７日、１０〜
１７時（１７日は１５時３０分まで）。無料。直接
会場へ。
%「栂文うたごえ広場」"「昭和の歌声
喫茶」をイメージした、客席参加型のコ
ンサートです。２月１６日（土）、１４時開
演。前売・当日券１，
０００円。全席指定
席。前売券はローソン、栂文化会館、市
民会館、ウェスティ、堺市文化振興財団
（電話予約専用#!２２８―００５５$）で発売中。
未就学児の入場はご遠慮ください。
%舞台"コーラス、詩吟、ハーモニ
カ、舞踊、ギター、気功、太極拳、太極
柔力球の発表。２月１７日（日）、１０時か
ら。無料。直接会場へ。
-同館（!２９６―００１５ !２９１―７０８３）。

アルテベルの催し

サンスクエア フェスティバル
サンスクエア堺（堺市駅前）では、日ご
ろから同館で活動しているグループの発
表会を開催します。いずれも直接会場
へ。
%舞台発表"堺出身の井阪祐子さんに
よるフルート演奏（モンティ「チャルダッ
シュ」など）や太極柔力球、薙刀（なぎな
た）、太極拳、トーンチャイム、歌など
の発表。３月３日（日）、１３〜１６時。無
料。%作品展示"生け花、フラワーアレ
ンジメント、絵画、書道、陶芸、俳画、
キルト、つまみ絵、くみひもなどの展
示。３月２・３日、１０〜１７時。無料。%
茶席"３月３日（日）、１０時３０分〜１５時。
+一席４００円。%フリーマーケット"３
月２・３日、１０時３０分〜１７時。
スタンプラリーもします。
詳しくは、SCK サービスセンターの
!!www.sck.or.jp!）でご覧
ホームページ（http#
になれます。
-サンスクエア堺（!２２２―３５６１ !２２２
―８５２２）。

VIEW21コンサート

「パリの愛の物語〜バレンタインデー
アルテベル（美原区黒山１６７―１ !３６３ に寄せて〜」をテーマに開催します。出
―６８６８
#２月２５日休館$ !３６３―００７０）では 演は吉原玲奈（ピアノ）。曲目は「亜麻色
次の催しを行います。
の髪の乙女」
「アラベスク第１番」
「エステ
"〜開館３周年記念〜アルテベル de 荘の噴水」など。
たのしみまショー♪
２月８日（金）、１２時１０分から市役所高
迫力ある和太鼓演奏やプロマジシャン 層館２１階展望ロビーで。無料。直接会場
によるマジックショー、大道芸など。和 へ。
太鼓ワークショップや子どもたちのマジ
-文化課（!２２８―７１４３ !２２８―８１７４）。
ック発表会なども行います。
２月１７日（日）、１４時開演。無料。直接
会場へ。
"こどものための楽しい英会話
堺自然ふれあいの森の催し
遊びをとり入れながら発音の仕方を楽
堺自然ふれあいの森（南区畑１７４０ !
しく学びます。
４月〜来年３月の第１・２・３水曜日 ２９０―０８００ !２９０―０８１１）では次の催しを
（祝日の場合は翌週。８・１２月は休み）、 行います。
!森の学習"「冬芽の観察」をテーマに
１５〜１５時４５分。*小学新１〜３年生。+
月３，
０００円。,２月２８日から&で。.１０人。 森を歩きます。２月１６日（土）、１３〜１４時
%見学会"２月２７日（水）、１５〜１６時。 ３０分。*小学生以上（小学３年生以下は
保護者同伴で）。無料。
無料。直接会場へ。

体験 ・イベント

電 子
メール

