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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 ●

８

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

講習 ・講演
市民活動パワーアップセミナー
「事務力アップで組織を変える!社会
が変わる５つのポイント!」をテーマに
岡山 NPO センター・石原達也さんが講
演します。
８月２９日（木）、１８〜２０時３０分、市役所
本館で。無料。
-'(*で必要事項と団体名（所属し
ている場合）を８月２６日までに市民活動
コーナー「市民活動パワーアップセミナ
info
ー」係（"２２８―８３４８ !２２８―８３５２
@sakai"npo.jp）へ。0３０人。
電 子
メール

アセアン文化講座
タイ料理（パナンカレーなど３品）を作
りながら、同国の文化への理解を深めま
す。講師はタッサニータイカルチャーセ
ンター代表・タッサニー村木さん。
８月２７日（火）、１１〜１４時、ウェスティ
（西区鳳東町６丁６００）で。,１，
５００円。
-%(*で必要事項と講座名を８月１６
日（必着）までに堺・アセアンウィーク実
行委員会事務局（〒５９０―００７８ 堺区南瓦
町３―１ アセアン交流推進室内 "２２２
―７３４３ !２２８―７９００
ako@city.sakai.lg.j
p）へ。0１８人。
電 子
メール

太成学院大学
市民公開授業「堺学」

関西大学堺キャンパスの催し
関西大学堺キャンパスでは次の公開講
座などを開催します。いずれも無料。詳
しくは関西大学人間健康学部ホームペー
!!www.kansai"u.ac.jp!Fc̲hw!）でご
ジ（http#
覧になれます。
"すこやか教養講座「#男$も#女$もケ
アに参加できる社会を考える」"９月１４
日（土）、１３時３０分〜１５時。講師は関西大
学助教・澤田有希子さん。
#「アクティブ・リビング in 堺―治療
から予防へ、インターバル速歩のススメ
―」"講義は９月２８日（土）、１３〜１４時３０
分。講師は熟年体育大学リサーチセンタ
ー理事長・能勢博さん。実践は９月２８
日、１５〜１６時３０分、１０月２６日、１３〜１４時
３０分、１１月３０日、１０〜１１時３０分。講師は
熟年体育大学リサーチセンター・森川真
悠子さん。+講義と実践（いずれか１日）
の両方受講できる方。
-)(で必要事項と講座名（#は実践
の希望日#希望日順に$も）を"は８月３０
日、#は９月６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。0"３００人、#
１５０人（実践は各５０人）。
.同大学事務局か企画部企画推進担当
（"２２８―７４８０ !２２２―９６９４）。

竹内街道１
４
０
０年記念講演会

「難波から飛鳥（京）へ最古の官道をめ
太成学院大学の学生と堺の歴史と文 ぐって」をテーマに、太成学院大学講師
化、まちづくりについて学びます。講師 ・中井正弘さんが講演します。ソプラノ
は堺の都市史などを研究している元堺市 歌手・谷内暁子さんがゲスト出演しま
博物館副館長・中井正弘さん。
す。
９月１９日〜来年１月９日、１０時４０分〜
８月３１日（土）、１４〜１６時３０分、総合福
１２時１０分、太成学院大学（美原区平尾 祉会館（堺区南瓦町２―１）６階大ホール
０００円。１回ご で。無料。直接会場へ。/４００人。
１０６０―１）で。全１５回。,５，
との参加も可。詳しくは同大学ホームペ
.堺観光ボランティア協会（"２３３―
ージか電話で資料を請求してください。 ０５３１）か土木監理課（"２２８―７４１６ !２２８―
-'(1で必要事項を８月３０日、１６時 ３９６４）。
までに同大学（"３６２―３７３１ !３６２―０５９８
中学英語カムバック講座
http#
!!www.tgu.ac.jp!）へ。0３０人。
堺・バークレー協会の主催で、文法中
.同大学か美原区役所企画総務課（"
心の中学英語のおさらいを元中学校英語
３６３―９３１１ !３６２―７５３２）。
教師が指導します。
府立大学授業公開講座
９月４日〜１１月２０日の水曜日、１０〜１１
堺・南大阪地域学!
時３０分 、 国 際 交 流 プ ラ ザ で 。 , １ 万
堺・南大阪地域に関するさまざまな内 ５，
０００円。
容をテーマに、専門家が講義します。
-%(で必要事項と講座名を８月２０日
１０月３日〜来年１月３０日、１２時５５分〜 （必着）までに堺・バークレー協会事務局
１４時２５分、大阪府立大学中百舌鳥キャン （〒５９０―００７７ 堺区中瓦町１丁４―２４ 国
パス（中区学園町１―１）で。全１４回。, 際交流プラザ内 "３４０―１０９０ !３４０―
３，
０００円。１０回以上出席し、希望する方 １０９１）へ。0２０人程度。
には修了証を交付します。
入門レベルのための日本語教室
-)*で必要事項と修了証希望の有無
日本で生活するために必要な日本語を
を８月１〜２３日（必着）に大阪府立大学地
域連携研究機構生涯教育センター「堺・ 学びます。
９月２９日〜１２月１５日の日曜日（１０月２０
南大阪地域学!」係（〒５９９―８５３１ 中区学
sakai25@ 日、１１月２４日を除く）、１４〜１６時、国際
園町１―１ "・!２５４―９９４２
ao.osakafu"u.ac.jp）へ。0６００人。
交流プラザ（堺区中瓦町１丁４―２４）で。
.同大学か堺都市政策研究所（"２２８― 無料。+市内在住・在勤・在学で日本語
０２５４ !２２８―０２８４）。
を母語とせず、日本語教室で勉強したこ
ホーム
ページ

電 子
メール

平成２
５年（２
０
１
３年）
８月１日

とがない方。
-国際課（国際交流プラザ内）にある申
込書（市ホームページ#アドレスは１ペー
ジ参照$からダウンロード可）で８月２日
〜９月１９日に同課へ。/１５人。
.同課（"２２８―７４９９ !３４０―１０９１
kokusai@city.sakai.lg.jp）。
電 子
メール

イタリア語講座

す。出演は堺シティオペラ。曲目は「ジ
ュリエットのアリア〜私は夢に生きたい
の〜」など。
８月９日（金）、１２時１０分から市役所高
層館２１階展望ロビーで。無料。直接会場
へ。
.文化課（"２２８―７１４３ !２２８―８１７４）。

みはら歴史博物館の催し

テキストを使って、リスニングや会話
みはら歴史博物館（美原区黒山２８１ "
hakumireki@ci
を学びます。いずれも国際交流プラザ ３６２―２７３６ !３６２―２２６０
（堺区中瓦町１丁４―２４）で。全１０回。, ty.sakai.lg.jp）では次の催しを行います。
各２万円（教材費を含む）。
■ミニ展 百舌鳥・古市古墳群探訪シリ
"水曜日クラス（９月１８日開講）"１９時 ーズその１「小さな古墳が語る埴輪の世
３０分〜２１時。
界―古市古墳群の近年調査成果―」
#金曜日クラス（９月２０日開講）"１０時
８月１０日〜９月２９日に開催します。
３０分〜１２時。
"同館学芸員による展示品の解説
-(*で必要事項と希望クラス（"か
８月２４日、９月１４日、いずれも１４時か
#）をイタリア文化会館講座担当（"０６― ら３０分程度。無料（入館料は必要）。直接
６２２９―００６６ !０６―６２２９―００６７
corsi.iico 会場へ。
saka@esteri.it）へ。/各１４人（開講可能な
"ミニ展講演会
定員に満たない場合は開講しません）。
「古市古墳群の小さな古墳と大きな古
.同館か同プラザ（"３４０―１０９０ !３４０ 墳」をテーマに、藤井寺市教育委員会文
―１０９１）。
化財保護課・山田幸弘さんが講演しま
す。参加者には古墳群マップを差し上げ
花と緑のまちづくり講座
ます。
花と緑のまちづくりプランの作成、緑
８月３１日（土）、１４〜１６時。無料。
化手法や花壇づくりなどを学びます。
-&'(*（１通５人まで）で参加者全
９月７日〜来年３月８日の土曜日、１０ 員の必要事項を８月２〜２４日に同館へ。
〜１２時、都市緑化センター（２１ページの /２００人。
地図参照）で。全１６回。+市内在住・在 ■ギャラリー展示「ニサンザイ古墳発掘
勤・在学の方。,２，
０００円。
調査報告展」
-)(で必要事項を８月１６日（消印有
８月１０日〜９月２９日、ロビーで。無料。
効）までに堺市公園協会（〒５９０―０８０３ 堺 ■鋳物づくり体験講座「ステンド風ラン
区東上野芝町１丁４―３ "２４５―００７０
プカバー」
!２４５―００６９）へ。0３２人。
８月１７・２４日、９時３０分〜１１時３０分。
+小学生以上（小学生は保護者同伴で）。
,４３０円。
-&'(*で必要事項と学年、希望日
を８月２〜１４日にみはら歴史博物館へ。
アルテベルの催し
/各１５人。
アルテベル（美原区黒山１６７―１ "３６３
$開館時間"９時３０分〜１７時１５分（入
―６８６８
#第２・４月曜日休館$ !３６３― 館は１６時３０分まで）。$休館日"８月５
００７０）では次の催しを行います。
・１２・１９・２６日。$入館料"一般２００
"Saturday Jazz Time Vol.23
円。中学生以下、６５歳以上、障害のある
中野ひろし＆スイングガイズ・オーケ 方は無料。
ストラによるジャズコンサート。今回は
堺市博物館の催し
「ポップス・ポピュラー特集」です。曲目
堺市博物館（〒５９０―０８０２ 堺区百舌鳥
は「オーバー ザ レインボー」
「 マイウ
夕雲町２丁 大仙公園内 "２４５―６２０１
ェイ」
「明日に架ける橋」など。
!２４５―６２６３）では次の催しを行います。
８月２４日（土）、１９時開演。
■企画展「かな美の再発見―近代化のあ
前売券"１，
０００円。全席自由席。
けぼのの中で―」
"アルテベル 上方新鋭落語会
９月８日まで開催
出演は笑福亭銀瓶、桂吉弥、月亭方
中。
正、桂三度、豊来家一輝。
"同館学芸員による
９月１６日（祝日）、１５時開演。
阪
展示品の解説
前売券"３，
０００円。全席自由席。
正
臣
８月１０日（土）、１４時
"初めてのハワイアンフラダンス教室
筆
９〜１１月の土曜日、１２時１５分〜１３時４５ から３０分程 度 。 無 料
和
分。全９回。+高校生以上。,６，
０００円。 （入館料は必要）。直接
歌
﹁
-受け付け中。&でアルテベルへ。/ 会場へ。
詠
山
"同展関連学芸講座
１０人。
陵
「かなの書について」
﹂
プロジェクト・コンストルイル絵画展
と題して同館学芸員が
ブラジルにルーツを持つ子どもたちに 講演します。
さまざまな支援を行う団体「プロジェク
８月２５日（日）、１４〜
ト・コンストルイル」が、子どもたちの １５時３０分、地階ホールで。無料（入館料
描いた絵画を展示します。
は必要）。直接会場へ。/１００人。
８月５〜９日（５日は１２時から）、市役 ■スポット展示「タイの古陶磁!―スコ
所本館エントランスホールで。８月１０〜 ータイ王朝の優品―」
１５日（１５日は１６時まで）、市役所高層館１
９月８日まで開催中。
階南側で。無料。直接会場へ。
$開館時間"９時３０分〜１７時１５分（入
.国際課（国際交流プラザ内 "３４０― 館は１６時３０分まで）。$休館日"８月５
１０９０ !３４０―１０９１）。
・１２・１９・２６日。$入館料"一般２００
円。高校・大学生１００円。小・中学生５０
VIEW21コンサート
円。６５歳以上、障害のある方、市内在住
「堺シティオペラ第２８回定期公演 歌 ・在学の小・中学生は無料。
劇『ロメオとジュリエット』出演者で綴る
.同館かハローミュージアム（２４時間
〜歌の玉手箱〜」をテーマに開催しま 展覧会案内 "２４４―９８９８）。
電 子
メール

電 子
メール

芸術 ・文化

