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体験 ・イベント
教育センターの催し
教育センター（〒５９９―８２７３ 中区深井
清水町１４２６ ソフィア・堺内 !２７０―
８１２０ !２７０―８１３０
kyoikusenta"kagaku
kyoiku@sakai.ed.jp）では次の催しを行いま
す。!#〜'は無料。
!いきいき地学教室「世界遺産石見銀
山と三瓶山の火山灰層など島根の地質百
選巡り」"８月２４日（土）、１０〜１６時、ギ
ャラリーで。直接会場へ。
"いきいき地学教室「虫の化石をさが
そう」"８月２４日（土）、１０時３０分・１２時
３０分・１４時３０分から。/市内在住・在学
の小・中学生（小学生は保護者同伴で）。
0３００円。
#植物・昆虫の名前を調べよう"採集
した植物、昆虫をお持ちください。８月
２４日（土）、１０〜１２時、１３〜１６時。/市内
在住・在学の小学生以上（小学生は保護
者同伴で）。直接会場へ。
$木の実を使ったおもちゃ作り"８月
２４日（土）、１１時３０分・１４時３０分から。/
市内在住・在学の小学生以上（小学生は
保護者同伴で）。
%押し花を使ったしおり作り"８月２４
日（土）、１０時３０分・１３時３０分・１５時３０分
から。/市内在住・在学の小学生以上
（小学生は保護者同伴で）。
&プラコプターを飛ばそう"模型飛行
機用のプロペラを使って垂直に上昇する
ヘリコプターを製作します。８月２４日
（土）、１０〜１２時。/市内在住・在学の小
学４〜６年生（保護者同伴で）。
'浮沈子で遊ぼう"簡単なおもちゃを
作って、浮力について学習します。８月
２４日（土）、１３時３０分〜１５時３０分。/市内
在住・在学の小学４〜６年生（保護者同
伴で）。
(かたつむりライントレーサーをつく
ろう"８月２９日（木）、１０〜１２時。/市内
在住・在学の小学４〜６年生（保護者同
伴で）。0２，
６００円。
1*.で必要事項と参加者全員の氏
名、学年、講座名（"$%は時間も）を"
$〜'は８月１３日、(は８月２０日（いず
れも必着）までに教育センターへ。4"
各２０人、$%各１５人、&'各１２人、(１６
人。
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夏休み子ども体験学習
「手洗いの科学」をテーマに体験学習を
行います。
８月９日（金）、１３〜１６時３０分、衛生研
究所（堺区甲斐町東３丁２―８）で。/市
内在住の小学５・６年生。無料。
1８月２日から+,で同所（!２３８―
１８４８ !２２７―９９９１）へ。3１０人。

きっずセミナー 未来のきみへ
〜病院のお仕事２０１３〜

さかい

１６
む）以下１，
０００円。講師考案の弁当付き。

こどものつどい
酢の苦手な方には別途用意します。
「こどもの釣り体験キャンプ」
1受け付け中。+,.で必要事項を J

府立母子保健総合医療センターでは、
―GREEN 堺（!２２２―０１２３ !２２２―３３５５
魚
j"green@s"ntc.jp）へ。3３０人。
次のとおり体験型セミナーを開催しま
釣
す。
り
セレッソ大阪堺レディース
体験コースは!医師、"看護師、#医
が
ホームゲーム
楽
療技術者（放射線技師、薬剤師、検査技
し
日本女子サッカーリーグ「チャレンジ
師、リハビリ、耳鼻科）、$研究者、%
め
リーグ」で奮闘しているセレッソ大阪堺
病院のお仕事スタンプラリー。
る
レディースのホームゲームが開催されま
８月２４日（土）、１３〜１４時３０分（１部）、
９月７・８日（１泊２日）、日高少年自 す。いずれも J―GREEN 堺（堺区築港
１５〜１６時３０分（２部）。無料。/!小学５
年生〜中学生、"#%小学生（%のみ保 然の家（和歌山県日高郡日高町 !０７３８― 八幡町１４５）メインフィールドで。無料。
６４―２８７１ !０７３８―６４―２５７９）で開催しま 直接会場へ。
護者付き添い可）、$高校生。
)８月１０日（土）、１６時から。対戦相手
来場には公共交通機関をご利用くださ す。市民会館（堺区翁橋町２丁１―１）前
い。詳しくは同センターホームページで で、７日、８時３０分集合、８日、１５時ご は日本体育大学女子サッカー部。
ろ解散。/市内在住・在学の小学生。0
)８月３１日（土）、１７時から。対戦相手
ご覧になれます。
０００円。
は静岡産業大学磐田ボニータ。
1+,-で必要事項と性別、学年、服 ９，
1８月２日、１０時から+,で必要事項
2セレッソ大阪スポーツクラブ（!０６―
のサイズ、!〜%のいずれか（第２希望
６４６４―１１１０ !０６―６４６４―００８５）かスポーツ
まで）、１部・２部の別を８月１２日（必 を日高少年自然の家へ。3５０人。
推進課（!２２８―７４３７ !２２８―７４５４）。
着）までに府立母子保健総合医療センタ
げんきだキャンプ
ー「きっずセミナー」係（〒５９４―１１０１ 和
屋内プールのご利用を
８月２２・２３日（１泊２日）、大東市立青
泉市室堂町８４０ !０７２５―５６―１２２０ !
http#
!!www.mch.pref.osak 少年野外活動センター（大東市竜間）で開
美原総合スポーツセンター（美原区小
０７２５―５６―５６８２
a.jp!）へ。4!各１８人、"各２０人、#各 催します。市民会館（堺区翁橋町２丁１― 平尾１１４１―１）の屋内プールは２５ｍ×５コ
１）前で、２２日、１２時３０分集合、２３日、 ースの遊泳プールと２５ｍ×２コースの歩
４５人、$各１６人、%各５０人。
2同センターか健康医療推進課（!２２２ １５時３０分ごろ解散。/市内在住・在学の 行専用プールがあり、１回ごとの利用が
―９９３６ !２２８―７９４３）。
小学３〜６年生。0５，
０００円。
可能です。小学４年生以下の子どもは保
1-（１通１人、兄弟姉妹は連名可）で 護者同伴で（保護者１人につき子ども２
堺旧港観光市場
必要事項と学校名、学年、性別、保護者 人まで）。
８月１１日（日）、１０〜１４時、堺魚市場 氏名、キャンプ名を８月８日（必着）まで
)プール利用料金"一般６００円。高校
（堺区栄橋町２丁４―１）で開催します。 に堺市青少年活動振興協会事務局（〒５９０ 生以下３００円（中学・高校生は学生証の提
―００７８ 堺区南瓦町３―１ 子ども育成課 示が必要）。)営業時間"月〜水・金曜
入場無料。直接会場へ。
今回は夏休み特別企画として、かき氷 内 !２２８―７４５７ !２２８―８３４１）へ。4４０ 日、９〜２３時。土・日曜日、祝休日、９
のふるまいやダンスコンテストがありま 人。
〜２１時。なお、プールの利用はいずれも終
す。また、サザエなどを炭火で焼く海鮮
業時間の１５分前まで。)休館日"木曜日。
「体験型」私の水辺泉北地域交流会
焼き、海鮮丼、天ぷらなど魚市場の新鮮
スイムキャップを持参。プール内に設
〜大津川で何でも体験だ!〜
な食材を使った料理や、堺でとれた野
置している備品以外は利用できません。
水辺に関する体験型イベントを開催し
菜、アジアなどの各国の伝統料理と雑貨
2同センター（!３６９―０５７７ !３６９―
ます。水質検査や水生生物の採取、あし ０５７６）。
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 笛工作、ペットボトルの手作り顕微鏡工
泉州国際市民マラソン参加者募集
（１０時３０分・１２時３０分から。3各１０人）、 作教室、あし舟の乗船体験などを行いま
来年２月１６日（日）に開催します。
縁日コーナーなど。詳しくは堺旧港観光 す。
!!sakai"kanko"ichi
コースは浜寺公園〜りんくう公園（泉
８月２４日（土）、９時３０分〜１１時３０分、
市場ホームページ（http#
ba.com!）でご覧になれます。来場には公 大津川河川敷（泉大津市板原町）で。無 佐野市）の４２．
１９５!。/１８歳以上（大会当
共交通機関をご利用ください。
日）で、５時間以内に完走できる方（車椅
料。小学生以下は保護者同伴で。
2観光推進課（!２２８―７４９３ !２２８―
０００円（ただ
1,.で必要事項と年齢、参加人数を 子での参加は不可）。0８，
７３４２）。
８月９日までに府鳳土木事務所（!２７３― し、申込用紙で申し込む場合は、別途、
０１２３ !２７１―８４９４
otoridoboku"g04@sb 手数料５００円が必要）。
おもてなし・花風景 千の花広場
ox.pref.osaka.lg.jp）へ。3１００人程度。
詳しくは泉州国際市民マラソンホーム
花壇コンテスト出展者募集
2同事務所か市河川水路課（!２２８― ページ（http:!!www.senshu"marathon.jp!）で
９月２３日〜１０月１１日、市役所市民広場 ７４１８ !２２８―７８６８）。
ご覧になれます。
で開催する花壇コンテストの出展者を募
1!5で、"８月中旬から市役所市政
酢ポーツ＆食育 夏の疲れを取ろう"
集します。３人以上のグループで応募し
情報センター、区役所市政情報コーナ
食育講座
てください。開催期間中に審査を行い、
ー、体育館にある申込用紙で。受け付け
酢をメインとした食育講座を行いま は!９月４日、２０時から、"９月４〜２０
優秀作品３点を表彰します。
1堺市公園協会（!２４５―００７０ !２４５― す。
日。募集人数は!3４，
０００人、"4１，
０００
００６９
http#
!!www.sakai"park.or.jp）にあ
８月２４日（土）、１０時３０分〜１３時、J― 人。
る応募用紙（同協会ホームページからダ GREEN 堺（堺区築港八幡町１４５）で。小
2泉州国際市民マラソンエントリー事
ウンロード可）で。締め切りは８月９日 学生は保護者同伴で。0一般１，
５００円。 務局（!０７２―４３６―０８４９）かスポーツ推進課
（必着）。
高校生（高校生に相当する年齢の方を含 （!２２８―７４３７ !２２８―７４５４）。
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