１９

広報

さかい

記号の見方

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)

● 申し込み要領 ●

２

月

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
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冬の天体観測会
２月１５日（金）、１９時３０分〜２０時３０分。
/小学生とその保護者。無料。
1２月２日、１０時から*+,で必要事

講習 ・講演
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青少年の家

桜井神社

項と年齢、学年、講座名を青少年の家
へ。3５０人。

国際交流プラザの催し

国際交流プラザ（〒５９０―００７７ 堺区中
瓦町１丁４―２４ !３４０―１０９０ !３４０―
１０９１
kokusai@city.sakai.lg.jp）では次の
催しを行います。
#ポスター de 紹介 日本語教室
現代社会を映し出している新しい児童
市内の日本語教室で活動するボランテ
文学について大阪国際児童文学館主任専 ィアの皆さんが、作成したポスターを使
門員・土居安子さんが話します。
って教室の活動の様子を紹介したり、来
３月６日（水）、美原区役所で。無料。 場者の質問に答えたりします。
１部、２部どちらかのみの受講も可。
２月１７日（日）、１４〜１７時。無料。直接
(１部（１０〜１２時）!新しい児童文学を 会場へ。
選ぶものさし
#堺国際理解セミナー「海外協力にチ
(２部（１３時３０分〜１５時３０分）!土居先 ャレンジしよう"」
生おすすめの児童書
さまざまな職種や経歴を持つ JICA
1２月５日、１０時から*+で美原図書 青年海外協力隊員やシニア隊員として海
館（!３６９―１１６６ !３６９―１１６８）へ。3７０人。 外で活躍した方から普段聞くことができ
ない海外での貴重な体験を聞きます。
大仙公園日本庭園「日本桜草講習会」
２月２４日（日）、１３〜１６時。無料。
日本桜草の植え付け方と年間管理の講
1２月２日から-,.で必要事項を国
習会を行います。桜草は年間を通じて小 際交流プラザへ。3６０人。
さな鉢で管理するので、マンションのベ
#ニュージーランド文化理解講座「Ki
ランダなどの限られた場所でも栽培でき wi Food」
ます。植えた桜草を２鉢持ち帰りできま
ニュージーランド人を講師に招き、一
す。
般的な家庭料理、パーティー用の特別メ
２月１１日（祝日）、１０〜１２時、大仙公園 ニュー、マヌカ蜂蜜の使用法など、同国
日本庭園（堺区大仙中町）で。0１，
５００円 の食文化を紹介します。試食もあります。
（別途、入園料が必要）。
３月３日（日）、１４〜１６時。0５００円。
1２月２日、９時から+で同園管理事
1２月２日から-,.で必要事項を堺
務所（!・!２４７―３６７０）へ。3１５人。
ウェリントン協会事務局（国際交流プラ
swa@sakai"sfc"council.com）へ。
(入園料!一般２００円。小・中学生１００ ザ内
3３０人。
円。６５歳以上、障害のある方は無料。

子ども読書活動推進事業
保護者向け講座
「現代の児童文学について」

電 子
メール

電 子
メール

NPO 実務「まごのて」
講座

栂文化会館文化講座

NPO の会計基礎・税務、決算書作成
次の講座の受講生を募集します。
をテーマに次の講座を開催します。講師
(３月１４日（木）!デジタルカメラの楽
は税理士・上田光隆さん。
しみ方（入門）
いずれも市民活動コーナーで。無料。
(３月１７日（日）!塩麹（こうじ）作り体
/市内で活動する NPO 法人・市民活動 験、スカーフの巻き方
団体や設立予定の方。
(３月２３日（土）!山歩きの楽しみ方
(とことん!会計基礎〜税務講座!" （入門）
３月１８日（月）、１８時から、#３月２３日
(３月２４日（日）!布ぞうり作り
（土）、１０時から。
いずれも受講料などが必要。
(とことん!決算書（活動計算書）作成
講座内容や申し込み方法など詳しくは
!$３月２５日（月）、１８時から、%３月３０ 栂文化会館（栂・美木多駅前 !２９６―
００１５
"月曜日休館# !２９１―７０８３）へ。締
日（土）、１０時から。
1-,.で必要事項と団体名（所属し め切りは２月１２日（必着）。
ている場合）、講座番号（"〜%）を開催
関西大学堺キャンパスの催し
日の３日前までに市民活動コーナー（〒
関西大学堺キャンパスでは次の公開講
５９０―００７８ 堺区南瓦町２―１ 総合福祉
in 座などを開催します。/市内在住の方
会館内 !２２８―８３４８ !２２８―８３５２
fo@sakai"npo.jp）へ。4各６人。
（#は子育て中の保護者や子育てに興味
電 子
メール

平成２
５年（２
０
１
３年）
２月１日

がある方、'は５〜９歳）。いずれも無
料。詳しくは関西大学人間健康学部ホー
!!www.kansai"u.ac.jp!Fc̲hw
ムページ（http#
!）でご覧になれます。
"すこやか教養講座「スポーツ動作の
隠し味〜ヒトのからだの適応能と動作の
しくみ〜」!２月２３日（土）、１４〜１５時３０
分。講師は関西大学教授・河端隆志さ
ん。
#子育てに役立つ!笑いとユーモア実
践講座!２月２４日（日）、１４〜１６時。講師
は子どもコンサルタント・原坂一郎さ
ん。
$すこやか教養講座「放送の魅力は
『人』」!３月９日（土）、１３〜１４時３０分。
講師は毎日放送スペシャリストチーフパ
ーソナリティ・野村啓司さん。
%創作ダンス教室（１日講座）!３月１６
日（土）、１０〜１２時３０分。講師は関西大学
教授・原田純子さん。
&すこやか教養講座「ゴリラから見た
人間の子育て」!３月１６日（土）、１４〜１５
時３０分。講師は京都大学大学院教授・山
極寿一さん。
'子どもダンス教室!３月１６日（土）、
１４〜１５時３０分。講師は関西大学の学生。
1-,で必要事項と講座名を"#は２
月８日、$は２月２２日、%〜'は３月１
日（いずれも必着）までに関西大学堺事務
局地域連携係（〒５９０―８５１５ 堺区香ヶ丘
町１丁１１―１ !２２９―５０２４ !２２９―５０８２）
へ。4"$&各３００人、#５０人、%'各
３０人。
2同大学事務局か企画部企画推進担当
（!２２８―７４８０ !２２２―９６９４）。

文化館の催し
文化館（〒５９０―００１４ 堺区田出井町１―
２―２００ ベルマージュ堺弐番館内 !
mucha @
２２２―５５３３ !２２２―６８３３
sakai"bunshin.com）では次の展示を行って
います。
■与謝野晶子文芸館
常設展「与謝野晶子 生涯と作品」第３
期を開催中。
■アルフォンス・ミュシャ館
企画展「ミュシャを愛した日本人」を開
催中。
#同展展示品を解説
同館学芸員が展示品を解説します。
２月１０日（日）、１４時から２０分程度。無
料（入館料は必要）。直接会場へ。
#講演会「アール・ヌーヴォーと日本」
２月１６日（土）、１４〜１５時３０分。無料
（入館料は必要）。
1),.で必要事項を２月１５日（必着）
までに文化館へ。3８０人。
(開館時間!９時３０分〜１７時１５分（入
館は１６時３０分まで）。
(休館日!２月４・１２・１３・１８・２５日。
(入館料（両館共通）!一般５００円。高
校・大学生３００円。小・中学生１００円。未
就学児、
６５歳以上、障害のある方は無料。
電 子
メール

堺姉妹友好都市幼稚園児図画交流展

市の海外姉妹友好都市であるアメリカ
のバークレー市、中国の連雲港市、ニュ
ージーランドのウェリントン市と市内の
幼稚園児の図画を展示します。
２月２６日〜３月４日、９〜１７時３０分
（３月４日は１６時まで）、市役所高層館１
日本クロアチア国交樹立２０周年記念
階で。無料。直接会場へ。
「クロアチア観光セミナー」
2堺姉妹友好都市協議会事務局（国際
クロアチアは豊かな観光資源に恵ま 交流プラザ内 !３４０―１０９０ !３４０―
れ、近年では日本人観光客が増加してい １０９１）。
ます。クロアチア政府観光局長が同国の
東文化会館の催し
人気スポットを紹介します。
東文化会館（北野田駅前）では次の催し
２月１１日（祝日）、１１〜１１時５０分、ホテ
ル第一堺（堺区南向陽町２丁２―２５）で。 を行います。詳しくは同館へ。
"水
無料。
■北野田フェスティバル（!２３０―０１３４
1+.で必要事項を２月５日（必着）ま 曜日休館# !２３０―０１３８）
#写真倶楽部「昂（すばる）」展
でにホテル第一堺「クロアチア観光セミ
daiichi@hotel"sa
２月１４〜１７日、１０〜１８時（１７日は１６時
ナー」係（!２２２―８０００
kai.com）へ。4２０人。
３０分まで）、２階ギャラリーで。無料。
2同ホテルか国際課（!２２２―７３４３ ! 直接会場へ。
２２８―７９００）。
#生涯学習施設作品展
陶芸・絵画の力作を展示します。
さかいまちづくり塾
２月２１〜２４日、１０〜１７時（２４日は１５時
ベトナムの方を招き、「ベトナムの方 まで）、２階ギャラリーで。無料。直接
が見た堺とこれからの願い」をテーマに 会場へ。
開催する、パネルディスカッション（公
#日本音楽コンクール受賞者演奏会
開討論会）の聴講者を募集します。
「フレッシュコンサート」
３月３日（日）、１０〜１２時、堺市都市整
備公社（堺区中瓦町２丁３―２４）で。/市
内在住・在勤・在学の方。無料。
写
1２月４日から,.で必要事項を堺市
真
提
都市整備公社（!２２２―４０５０ !２２２―４０６３
供
・
machi@sakai"toshiseibi.or.jp）へ。3４０人。
毎
電 子
メール

電 子
メール

芸術 ・文化
２
１
（ツーワン）
コンサート
バイオリン・ピアノによる「春を待ち
わびて〜デュオコンサート」を開催しま
す。出演は青木聡子（バイオリン）、金澤
亜紀（ピアノ）。曲目はリスト「ラ・カン
パネラ」、モンティ「チャルダッシュ」な
ど。
２月２２日（金）、１８時３０分〜１９時３０分、
市役所高層館２１階展望ロビーで。無料。
直接会場へ。3１２０人。
2堺観光コンベンション協会（!２３３―
５２５８ !２３３―８４４８）。

会田莉凡

藤木大地

日
新
聞
社

クラリネット、声楽、トランペット、
バイオリン、ピアノの５部門で優勝した
若い演奏家によるクラシックコンサート
を開催します。
４月６日（土）、１８時開演、メインホー
ルで。前売券!２月１日発売。１，
０００
円。全席自由席。
■生涯学習施設（!２３４―５６９１ !２３４―
５６９７）
#ロールピアノ教室・歌声サロン
大きな声で歌います。
３月２０日（祝日）、１０時３０分〜１２時。無
料。直接会場へ。

