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● 申し込み要領 ●

８

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
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図書館の催し

サイクルセンターの催し

#知的書評合戦ビブリオバトル in さ
#自転車博物館（堺区大仙中町１８―２）
かい
%特別展「オランダ社会に於ける自転
お薦めの本の魅力を５分間で紹介し、 車」#来年３月２３日まで。%手作りおも
本について語り合い、みんなで一番読み ちゃ教室「昔遊びのおもちゃ」#８月１０日
たくなった本を決定するビブリオバトル （土）、１０〜１５時。無料（入館料は必要）。
の発表者と観戦者を募集します。
直接会場へ。.５０人。
今回のテーマは、「時間」です。
#自転車ひろば（大仙公園内）
８月１８日（日）、１４〜１５時３０分、中央図
%クラシック自転車のレプリカ体験試
書館で。無料。
乗#８月１１日（日）、１０〜１５時３０分。雨天
,受け付け中。'()で氏名と発表者 中止。%自転車乗り方教室#土曜日と第
か観戦者の別を中央図書館（堺区大仙中 １・３日曜日。*５〜６０歳で身長１０５!
c 以上。無料。要予約。%自転車入門セミ
町１８―１ !２４４―３８１１ !２４４―３３２１
huuouto@city.sakai.lg.jp）へ。.発表者６ ナー#８月１１日（日）、９〜１２時。無料。
人、観戦者３０人。
要予約。
#絵本とおはなしを楽しむ基礎講座
#サイクリング
翻訳家・上田由美子さんが絵本の読み
いずれも要予約。
聞かせやお話の楽しさについて講演しま
%自転車散歩 %健康サイクリング
す。
日時、料金、休館日など詳しくはサイ
８月２５日（日）、１４〜１６時、サンスクエ クルセンター（!２４３―３１９６ !２４４―４１１９）
ア堺（堺市駅前）で。無料。託児あり（* か、ものづくり支援課（!２２８―７５３４ !
２２８―８８１６）へ。
１歳以上の未就学児。.４人）。
,８月６日、１０時から'(で中央図書
竹内街道・横大路（大道）サイクリング
館へ。.８０人。
サイクルセンター（!２４３―３１９６ !２４４
#とびだす絵本の展示会
http"
!!www.bikemuse.jp!）では、
開くと絵が飛び出すポップアップ絵本 ―４１１９
竹内街道・横大路（大道）の敷設１４００年を
などに触れることができます。
８月２８・２９日、１０〜１６時、中央図書館 記念して、サイクリングイベントを開催
します。コースは橿原神宮前駅から藤原
１階集会室で。無料。直接会場へ。
#読書活動推進講座「みんなでホネホ 京や明日香村周辺の丘陵と棚田を巡る約
ネたんけんたい"〜つくろう"ホネホネ ３０"。１０月２０日（日）、９〜１４時。無料。
,８月１日から0で同センターへ。.
ストラップ〜」
なにわホネホネ団団長・西澤真樹子さ ３０人。-同センターか土木監理課（!２２８
んが骨の不思議や秘密について講演しま ―７４１６ !２２８―３９６４）。
す。ホネホネストラップも作ります。
堺自然ふれあいの森の催し
８月２８日（水）、１３時３０分〜１５時３０分、
堺自然ふれあいの森（南区畑１７４０ !
中図書館（ソフィア・堺内 ２０ページの
２９０―０８００ !２９０―０８１１）では次の催しを
地図参照）で。*小学生以上。無料。
,８月７日、１０時から'(で中図書館 行います。
（!２７０―８１４０ !２７０―８１４９）へ。.２５人。
"自然と遊ぼう!ネイチャーゲーム#
森の生き物や自然の不思議を題材にした
町家歴史館「堺を知る展示―食満南北
ゲームでレンジャーと遊びます。８月２５
（けまなんぼく）と堺」
日（日）、１０〜１２時。*小学生とその保護
町家歴史館清学院（堺区北旅籠町西１ 者。+１人２００円。
丁３―１３）・山口家住宅（堺区錦之町東１
#植物観察〜秋の草花やキノコの観察
丁２―３１）では、７月３１日〜８月３１日、堺 〜#９月７日（土）、１３〜１５時。指導はい
が生んだ文化人、食満南北の作品を展示 っちんクラブ。*小学生以上（小学３年
します。堺で酒造業を営む家に生まれた 生以下は保護者同伴で）。+２００円。
食満南北は、演劇評論や随筆、川柳、書
$森のフォトフレーム作り#木の枝や
画など多くの作品を残し、上方文化の振 木の実を使ってフォトフレームを作りま
興に貢献しました。
す。９月８日（日）、１３〜１５時。*小学生
今回の展示では、市民の方から協力い 以上（小学３年生以下は保護者同伴で）。
ただいた作品や堺との関わりが深い書 +４００円。
画、日記、講演録などを紹介します。
,"は８月４日、#は８月１０日、$は
８月の開館時間は１０〜１６時３０分（通常 ８月１１日から(で堺自然ふれあいの森
１６時まで）。
へ。."#各２０人、$１５人。
%休館日#８月６・１３・２０・２７日。%
夏休み自由研究上下水道まなび隊
入館料#一般１００円（清学院）、
２００円（山口
＆クールダウンミッション
家住宅）。中学生以下、
６５歳以上、障害の
８月１１日（日）、上下水道局本庁舎（北
ある方は無料。両館共通入館券は２５０円。
-清学院（!・!２２８―１５０１）、山口家住 区百舌鳥梅北町１丁３９―２）で次の催しを
宅（!・!２２４―１１５５）か文化財課（!２２８― 行います。小学生以下は保護者同伴で。
７１９８ !２２８―７２２８）。
無料。直接会場へ。
%夏休み自由研究上下水道まなび隊#
中区区民フェスタ
１０〜１７時。夏休みの自由研究に役立つ上
８月２４日（土）、１５〜２２時、深井中学校 下水道に関する実験や観察、工作を行っ
で開催します。地域の皆さんが企画、運 て、上下水道について理解や知識を深め
営に参加する催しです。
ます。*市内在学の小学生。
また、中保健センター（中区役所内）で
%クールダウンミッション#１６時３０分
は、１３〜１７時、中区健康フェスタを開催 〜１７時。ヒートアイランド対策としての
し、ソフィア・堺（２０ページの地図参照） 打ち水効果を検証するため、三宝下水処
でも９時３０分〜１７時、催しを行います。 理場で処理した下水再生水で敷地内など
いずれも入場無料。直接会場へ。小雨 に打ち水を行います。参加した方に下水
決行。来場には公共交通機関をご利用く 再生水で育てたアジサイの苗木を進呈し
ださい。
ます（.１００人）。
-中区区民フェスタ実行委員会事務局
来場には公共交通機関をご利用くださ
（中区役所自治推進課内 !２７０―８１５４
い。-上下水道局総務課（!２５０―９２０８
!２７０―８１０１）。
!２５０―６６００）。
電 子
メール

体験 ・イベント

ハーベストの丘

８月の催し

ハーベストの丘（南区鉢ヶ峯寺２４０５―１
!２９６―９９１１ !２９６―９９２０）では次の催
しを行います。
「そや堺 ええ街つくり隊」では、８月
９月１日まで入園料が中学生以上は
３日（土）、市役所市民広場で「夏まつり」 ５００円（通常９００円）、６５歳以上は４００円（通
を開催します。雨天の場合は４日（日）。 常６００円）、小学生以下は無料（通常５００
入場無料。直接会場へ。
円）になります。
%模擬店#１０〜２１時。
また、８月１４日は２１時、土曜日と１３・
%ヤマハミュージックレボリューショ １５日は２０時、日曜日は１９時まで時間を延
ン#１０〜１４時。
長して営業します（通常１８時まで）。
%プレステージ#１４〜１７時３０分。
#お花畑情報
%盆踊り#１８〜２１時。
なお、今回は同日に瓦町公園（堺区北
瓦町１丁１２３）でもミニコンサートなどの
関連イベントを行います。１０〜１６時。入
場無料。直接会場へ。小雨決行。
-「そや堺 ええ街つくり隊」事務局
&１０〜１７時' !２３２―４７００）か
（!２３３―６７７０
都心まちづくり課（!２２８―７５１４ !２２８―
８０３４）。
約３，
０００本のひまわり【写真】が８月上
旬ごろに開花予定。
堺東まちなか!逸品バル"
#夏の花火イベント
８月１〜３日に開催します。堺東の商
８月１４日（水）、１９時４５分から野外ステ
店街内特設会場などで販売している４枚 ージ周辺で。荒天の場合は１５日（木）。
つづり２，
６００円（前売りは２，
２００円）のチケ
#ハーベストの丘に雪が降る
ットを利用すると、参加店７５店舗でお得
８月４・１１・１８・２５日、１４時から観覧
な特別メニュー（ドリンクとフード）を味 車前広場で。
#夜の映画観賞会
わえます。一部参加店舗では、土産品な
「ファインディングニモ」を上映。
どとチケットが交換できるほか、生演奏
８月２４日（土）、１９時から野外ステージ
も楽しめます。
-堺東まちなか$逸品バル%実行委員 で。
&１２〜１７時'）
#バーベキュー食べ放題
会事務局（!０７０―５３４３―００８６
か商業流 通 課（ !２２８―８８１４ !２２８―
９月１日まで、毎日、１１時から。+大
８８１６）。
人１，
５００円（土・日曜日は１，
９８０円）、小人
９００円（土・日曜日は１，
０００円）。
大仙公園日本庭園朝顔展
他にも、もものアイスクリーム作り、
大仙公園日本庭園（堺区大仙中町）で ガラス風鈴の絵付け、カピバラの水中も
は、朝顔展を開催しています。
ぐもぐタイムなどの催しがあります。
大輪朝顔は８月中旬ごろまで、さまざ
-ハーベストの丘か農水産課（!２２８―
まな花や葉の形をした変化朝顔は８月中 ６９７１ !２２８―７３７０）。
旬ごろからが見ごろです。
堺伝統産業会館の催し
%開園時間#９〜１７時（入園は１６時３０
堺伝統産業会館（堺区材木町西１丁１―
分まで）。%入園料#一般２００円。小・中
学生１００円。６５歳以上、障害のある方は ３０）では次の催しを行います。
#堺風景画スケッチ展
無料。なお、８月３０日までの火〜金曜日
８月８〜１９日。
（８月１３〜１５日を除く）はどなたも無料。
#夏休み探検学校 ポピアンと写真を
%休園日#月曜日。
-同園管理事務所（!・!２４７―３６７０）。 撮ろう"
８月１１日（日）、１４〜１５時。カメラを持
ザビエコくんスタンプラリー
参してください。
歴史秘話編
-同館（!２２７―１００１ !２２７―５００６）か堺
８月３日〜９月１日、旧市街地６カ所 市産業振興センター（!２５５―１２２３ !２５５
に設置している観光案内板「堺の昔ばな ―５２００）。
#包丁研ぎ方教室
し」に関わるクイズに答え、観光ポイン
堺打刃物伝統工芸士が指導します。
トを巡りながら３つのスタンプを集める
８月２８日（水）、"１３〜１５時、#１５〜１７
と、景品がもらえます。
０００円。
スタンプ設置場所は堺伝統産業会館、 時。包丁２丁持参。+各１，
,&（１通１人）で必要事項と"か#を
市役所高層館２１階展望ロビー、観光案内
所（堺東・堺駅・大仙公園）。景品交換場 ８月１５日（必着）までに堺刃物商工業協同
所は観光案内所（堺東・堺駅・大仙公園）。 組合連合会（〒５９０―０９４１ 堺区材木町西
-堺駅観光案内所（!・!２３２―２２６２）か １丁１―３０ 堺伝統産業会館内 !２３３―
堺観光コンベンション協会（!２３３―５２５８ ０１１８ !２３８―８９０６）へ。/各１５人。
!２３３―８４４８）。
-同連合会か堺市産業振興センター。

夏まつり

ホーム
ページ

