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芸術 ・文化
堺市文化振興財団の催し
堺市文化振興財団（堺区翁橋町２丁１―
１ 市民会館内 !２２８―０４４０ !２２８―
０１１５
info@sakai"bunshin.com）では次
の催しを行います。
前売券はローソン、市民会館、栂文化
会館、ウェスティなどで販売。同財団で
電話予約も可（!２２８―００５５）。ただし、窓
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ださい
（０歳からのコンサートは除く）。車椅子
席をご希望の方はお問い合わせくださ
い。
■ハワイアンフラフェスティバル in 堺
公募によるハワイアンフラの団体の発
表会です。ハワイアンスラックキーギタ
ー奏者・山内雄喜のコンサートもありま
す。８月１０日（土）、１０時３０分開演、市民
会館で。無料。直接会場へ。
■もう一度見たい映画 見逃した映画
「シェルブールの雨傘」
１０月１０日（木）、１０時３０分・１４時・１８時
３０分から、市民会館小ホールで。字幕ス
ーパー付き。
前売券!８月２０日発売。８月２６日から
電話予約可。５００円。全席指定席。完全
入れ替え制。
■０歳からのコンサート
音楽紙芝居「くるみ割り人形」やジブリ
の名曲などが楽しめるピアノコンサート
です。１０月２７日（日）、１０時３０分開演、ウ
ェスティ（西区鳳東町６丁６００）レッスン
ルームで。
前売券!８月２３日発売。８月２６日から
電話予約可。一般８００円。親子券（大人・
１，
０００円。子ども（３歳〜
子ども各１人）
中学生）
３００円。２歳以下（保護者の膝上）
無料。全席自由席。
■秋の歌声喫茶 IN ウェスティ
一緒に懐かしい叙情歌や唱歌を歌いま
す。１０月２９日（火）、１４時開演、ウェステ
ィ７階セミナールームで。
前売券!８月２３日発売。８月２６日から
電話予約可。１，
５００円（飲み物、レンタル
歌本付き）。全席自由席。
■栂文うたごえ広場（秋）
叙情歌や唱歌をピアノの演奏でみんな
で歌います。１１月１６日（土）、１４時３０分開
演、栂文化会館（栂・美木多駅前）で。
前売券!８月１６日発売。８月１９日から
電話予約可。１，
０００円。全席指定席。
■栂文名画鑑賞会「鬼平犯科帳」
「 英国王
のスピーチ」
１１月１７日（日）、１０時から「鬼平犯科
帳」、１３時から「英国王のスピーチ」、栂
文化会館で。
前売券!８月１６日発売。８月１９日から
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電話予約可。「鬼平犯科帳」
５００円、「英国
王のスピーチ」
８００円。全席指定席。
■市民寄席「桂米朝一門会」
出演は桂ざこ
ば、桂南光、桂
米二、桂米團
治、桂吉弥、桂
佐ん吉。
１１月１９日
（火）、１８時３０分
開演、市民会館
桂ざこば（協力：
で。
米朝事務所）
前売券!８月
２３日発売。８月２６日から電話予約可。
３，
０００円。全席指定席。
■さかいクラシック市民運営委員を募集
クラシック音楽を身近にすることを目
的に来年３月２１・２２日に開催する「さか
いクラシック」の市民運営委員を募集し
ます。任期は来年３月３１日まで。任期
中、３回程度の会議（月〜金曜日の夜）、
本番と３回程度の関連公演に参加してい
ただきます。報酬はありません。&音楽
事業に関心がある市内在住・在勤・在学
の２０歳以上で会議・公演に参加できる方。
($%で必要事項と年齢、性別、パソ
コン・携帯メールアドレス、４００字程度
の志望動機を８月２３日までに同財団へ。
+若干名。

文化館の催し
文化館（堺市駅前 ベルマージュ堺弐
番館内 !２２２―５５３３ !２２２―６８３３）では
次の展示を行っています。
■与謝野晶子文芸館
企画展「晶子さんとその時代!―むか
しの『くらし』をのぞいてみよう―」を開
催中。
"関連イベント ワークショップ
８月２４日（土）、１３・１５時から。無料
（入館料は必要）。
■アルフォンス・ミュシャ館
企画展「ミュシャの横顔」を開催中。
"同館学芸員による展示品の解説
８月１０日（土）、１４時から２０分程度。無
料（入館料は必要）。直接会場へ。
"開館時間!９時３０分〜１７時１５分（入
館は１６時３０分まで）。"休館日!８月５
・６・１２・１９・２６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。

１８

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。
秋川雅史、岩崎宏美の前売券発売初
日は市民会館、ローソン、チケットぴ
あ、CN プレイガイド、イープラスで
１０時から取り扱います。翌日から栂文
化会館、ウェスティでも取り扱いま
す。同財団で電話予約も可（!２２８―００５５
発売初日の１３〜１７時と、８月５日以
降）。ただし、窓口で完売の場合、電話
予約はありません。
氷川きよしは同財団メールマガジン会
員の先行予約のみ。
未就学児の入場はご遠慮ください。
■秋川雅史コンサートツアー〜夢の架け
橋〜
１０月５日（土）、１５時３０分開演。前売券
ス、キュウリ、トマト、ジャガ芋など）
の即売会を開催します。８月２２日（木）、
１５〜１６時、ギャラリー前で。直接会場
へ。
"大阪府立大学美術部作品展!レトロ
をテーマに「懐展」を開催します。９月２１
〜２４日、１０〜１７時、ギャラリーで。無
料。直接会場へ。
"菅尾玲子シャンソンリサイタル!曲
目は「マイウェイ」
「枯葉」など。１０月５日
（土）、１４時開演、メインホールで。前売
券!３，
５００円。全席指定席。
"生涯学習施設（アミナス北野田内
!２３４―５６９１ !２３４―５６９７）
"夏休み「茶道に親しもう」!８月２０日
（火）、１０〜１１時３０分。&小学生。'５００
円。申し込み方法など詳しくは同館へ。
*３０人。

体験 ・イベント
南海・高野街道ガイドウォーク

高野山開創１２００年を記念するウオーキ
ングイベント「黄金のまち堺から聖山高
野山へ〜高野街道観光ガイドとテクテク
十三里〜」の第３回「西高野街道と須恵器
の里をたずねる」を開催します。
東文化会館の催し
コースは、北野田駅〜西高野街道〜十
東文化会館（北野田駅前）では次の催し 一里石〜岩室観音院〜天野街道〜陶器山
を行います。詳しくは同館へ。
〜おわり坂〜十里石〜滝谷駅。
なお、８月１０〜１５日、夏期点検のため
９月１４日（土）、９時３０分、北野田駅西
休館します。
出口集合。１５時ごろ、滝谷駅解散。'
"北野田フェスティバル（!２３０―０１３４ ５００円。雨天決行。昼食は各自で。
"水曜日休館# !２３０―０１３８）
(#で代表者の必要事項と参加者全員
"地元野菜即売会!新鮮な野菜（ナ の氏名、電話番号を８月１日〜９月５日

秋川雅史
岩崎宏美
!８月３日発売。５，
５００円。全席指定
席。
■氷川きよしコンサートツアー２０１３
１０月１１日（金）、１４時・１８時開演。前
売券!９月１日発売。７，
０００円。全席
指定席。
■岩崎宏美 あなたへ〜いつまでも
いつでも〜
１０月１３日（日）、１６時開演。前売券!
８月３日発売。６，
０００円。全席指定席。

（必着）に堺観光ボランティア協会「高野
街道」係（〒５９０―００７７ 堺区中瓦町２丁３
―２４ !・!２３３―０５３１）へ。*１５０人。
)同協会か観光推進課（!２２８―７４９３
!２２８―７３４２）。

堺浜自然再生ふれあいビーチの催し
８月２４日（土）、１３時３０分から、堺浜自
然再生ふれあいビーチ（堺区築港八幡町
１）で砂浜の清掃活動を行います。直接
会場へ。雨天中止。
なお、当日、１３〜１５時３０分、稚魚の放
流や堺ブレイザーズの選手によるバレー
ボール教室を行います（参加者の募集は
終了）。
詳しくは市ホームページ（アドレスは
１ページ参照）でご覧になれます。
)臨海整備課（!２２８―８０３３ !２２８―
８０３４）。

泉州にぎわいフェスタ
「泉州地域と関空が一体となった『元気
で魅力いっぱいの泉州』〜関空で泉州の
人・まち・グルメなどを体感・体験〜」
をテーマに、泉州の特産品などを展示・
販売するほか、泉州のご当地キャラクタ
ーが大集合します。
９月１日（日）、１０〜１７時、関西国際空
港南イベント広場で。入場無料。直接会
場へ。
詳しくは泉州観光ガイドのホームペー
!!welcome"to"senshu.jp!）でご覧に
ジ（http#
なれます。
)阪南市商工労働観光課（!０７２―４７１―
５６７８）か市企画部大都市政策担当（!２２２―
０３８０ !２２２―９６９４）。

