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堺市博物館の催し

堺市博物館（〒５９０―０８０２ 堺区百舌鳥
夕雲町２丁 大仙公園内 !２４５―６２０１
町家歴史館清学院で
hakugaku@city.sakai.lg.jp）
!２４５―６２６３
河口慧海の新発見資料を公開 では次の催しを行います。
町家歴史館清学院（堺区北旅籠町西１ ■企画展「近世のやまと絵―源氏物語に
丁３―１３）では、２月１７日まで、日本人で 求めた『雅（みやび）―』」
初めてヒマラヤを越えチベットに入った
開催中。
河口慧海の手紙、写真など新たに発見さ
#同展学芸講座
れた資料を初公開しています。
同館学芸員が講演と展示品の解説をし
%開館時間!１０〜１６時（入館は１５時４５ ます。
分まで）。
２月１０日（日）、１４〜１５時３０分、同館地
%休館日!２月１９・２６日。
階視聴覚室ほかで。無料（入館料は必
%入館料!一般１００円。中学生以下、 要）。直接会場へ。.１００人。
６５歳以上、障害のある方は無料。
■「アジア太平洋地域における無形文化
-文化 財 課（ !２２８―７１９８ !２２８― 遺産の現状と課題」をテーマに調査報告
７２２８）。
会とパネルディスカッション
%第１部（１３〜１５時）!アジア太平洋無
町家歴史館山口家住宅で
形文化遺産研究センターが実施した調査
昆布を紹介
から、国立民族学博物館教授・田村克己
町家歴史館山口家住宅（堺区錦之町東 さん、東京外国語大学大学院教授・土佐
１丁２―３１）では、２月１〜２５日、堺昆布 桂子さんがミャンマーの伝統と文化、日
加工業協同組合の協力で堺の伝統的な昆 本女子大学名誉教授・小笠原小枝さんが
布加工の技術を紹介します。
インド更紗（さらさ）の伝統と現在、同セ
%開館時間!１０〜１６時（入館は１５時４５ ンターアソシエイト・フェロー・児玉茂
分まで）。
昭さんがパプアニューギニアの文化など
%休館日!２月１９・２６日。
について報告します。
%入館料!一般２００円。中学生以下、
%第２部（１５時２０分〜１７時）!「無形文
６５歳以上、障害のある方は無料。
化遺産の今後の展望を考える」と題し
-文化 財 課（ !２２８―７１９８ !２２８― て、アジア太平洋無形文化遺産研究セン
７２２８）。
ター所長・藤井知昭さんをコーディネー
ターに、愛知淑徳大学大学院教授・岩井
みはら歴史博物館の催し
正浩さん、国立民族学博物館教授・吉本
みはら歴史博物館（美原区黒山２８１ ! 忍さん、国立民族学博物館准教授・福岡
hakumireki 正太さんなどによるパネルディスカッシ
３６２―２７３６ !３６２―２２６０
@city.sakai.lg.jp）では次の催しを行いま ョン（公開討論会）を開催します。
す。
２月１７日（日）、同館地階視聴覚室で。
■ミニ展「みはら発掘調査成果展―平成 無料（展示を観覧する方は別途入館料が
２２・２３年度調査から（太井・真福寺遺跡） 必要）。
―」
,'()で必要事項を２月１１日までに
２月２３日〜５月２６日に開催します。
同館「無形シンポジウム」係へ。/１００
#同展展示品を解説
人。
同館学芸員が展示品を解説します。
■古文書講習会
２月２３日（土）、１４時から３０分程度。無
歴史に親しみながら堺市域に関する史
料（入館料は必要）。直接会場へ。
料などについて理解を深めるため、堺に
■鋳物づくり体験講座「おひなさまを作 関連した古文書（コピー）などを教材に、
古文書読解の基礎を学び、堺の歴史につ
ろう"」
簡単な鋳物づくりのキットを使ってオ いて理解を深めます。講師は堺女子短期
大学名誉教授・淺井允晶さんと同館学芸
リジナルのひな人形を作ります。
２月２３日（土）、９時３０分〜１１時３０分。 員。
２月２３・２４日、いずれも１０〜１２時、１３
*小学生以上（小学生は保護者同伴で）。
〜１５時。*初めて古文書に接する１８歳以
+１個５８０円。
,'()（１通３人まで）で参加者全員 上の方で、両日受講できる方。+５００
の必要事項と学年を２月２〜１９日に同館 円。
,&で必要事項を２月８日（必着）まで
へ。.１０人。
%開館時間!９時３０分〜１７時１５分（入 に同館「古文書講習会」係へ。/４０人。
■体験学習会
館は１６時３０分まで）。
いずれも無料。*"#は小・中学生と
%休館日!２月４・１２・１８・２５日。
%入館料!一般２００円。中学生以下、 その保護者、$は小・中学生。直接会場へ。
６５歳以上、障害のある方は無料。
"昔の道具・あそび体験会!足踏み脱
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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）。ただし、窓
天童よしみ
TULIP
口で完売の場合、電話予約は
ありません。未就学児の入場はご遠慮く !発売中。７，
０００円。全席指定席。
ださい。
■TULIP
■天童よしみコンサート
"THE LIVE#40th memorial tour
ReStart（さあ再び走り始めよう…）
５月２５日（土）、
１６時３０分開演。前売券
〜愛する歌がある限り〜
!２月１６日、１０時から発売。７，
５００円。
２月１０日（日）、１４・１８時開演。前売券 ２月１８日から電話予約可。全席指定席。
穀機や石臼などの道具を動かしたり、昔 物・レンタル歌本付き）。全席自由席。
の遊びを体験します。２月９日（土）、１３ ■もう一度見たい映画 見逃した映画
「はやぶさ 遥かなる帰還」
〜１６時。.５０人。
４月２５日（木）、１０時３０分・１４時・１８時
#古墳時代の服を着てみよう!古墳時
代の服を実際に着て、古代人を体験しま ３０分から、市民会館小ホールで。字幕ス
す。２月１６日（土）、１３〜１６時。.２０人。 ーパー付き。
前売券!２月２０日発売。２月２５日から
$むかしの道具クイズ!３月３１日まで
開催中のスポット展示「クイズ!むかし 電話予約可。５００円。全席指定席。完全
の道具」の展示を見学しながら、クイズ 入れ替え制。６月２０日（木）上映の「心の
に答えます。２月１６日（土）、１０〜１６時。 旅路」との２回上映券８００円（市民会館の
.５０人。
みで４月２４日まで発売）。
%開館時間!９時３０分〜１７時１５分（入 ■みんなで楽しむ打楽器コンサート「リ
館は１６時３０分まで）。
ズムパラダイス」
%休館日!２月４・１８・２５日。
楽譜もいらない、最も身近な楽器「打
%入館料!一般２００円。高校・大学生 楽器」。子どもたちに音楽に触れてもら
１００円。小・中学生５０円。６５歳以上、障 うコンサートです。出演は田口美郷（パ
害のある方、市内在住・在学の小・中学 ーカッション）、田島隆（タンバリン博
士）、knit（アイリッシュバンド）他。
生は無料。
プロのアーティストによる打楽器体験
-同館かハローミュージアム（２４時間
レッスンやバックステージツアー、手作
展覧会案内 !２４４―９８９８）。
り楽器体験（別途、材料費が必要）なども
堺市文化振興財団の催し
開催します。体験レッスン、バックステ
堺市文化振興財団（堺区翁橋町２丁１― ージツアーは事前申し込みが必要です。
１ 市民会館内 !２２８―０４４０ !２２８―
５月１９日（日）、１４時開演。ウェスティ
０１１５）では次の催しを行います。
で。
前売券はローソン、市民会館、栂文化
前売券!２月１５日発売。一般１，
５００
会館、ウェスティなどで販売。同財団で 円。高校・大学生、６５歳以上、障害のあ
電話予約も可（!２２８―００５５）。ただし、窓 る方１，
０００円。３歳〜中学生５００円。２歳
口で完売の場合、電話予約はありませ 以下（保護者の膝上）無料。
ん。未就学児の入場はご遠慮ください ■新人演奏会の出演者募集
（みんなで楽しむ打楽器コンサート「リズ
８月１８日（日）、ウェスティで開催する
ムパラダイス」を除く）。車椅子席をご希 新人演奏会の出演者を募集します。応募
望の方はお問い合わせください。
期間は２月２日〜５月２日（必着）。
■春の歌声喫茶 IN ウェスティ
オーディションは６月１日（土）、１３時
４月１８日（木）、１４時開演、ウェスティ ３０分からウェスティで。
（西区鳳東町６丁６００）７階セミナールー
応募方法など詳しくは市役所市政情報
ムで。
センター、区役所市政情報コーナーなど
前売券!２月８日発売。１，
５００円（飲み にある応募要項でご覧になれます。

