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体験 ・イベント
インターナショナルピープルカーニバル
市内在住の外国人の方との交流を目的
としたイベントです。民族舞踊などのス
テージ、各国の自慢料理の屋台、フリー
マーケット、抽選会などがあります。
１０月２７日（日）、１０〜１５時、市役所市民
広場で。入場無料。直接会場へ。
.インターナショナルピープルカーニ
バル実行委員会事務局（!２９６―３０５０ !
２９０―２２８９）か国際課（!２２２―７３４３ !２２８―
７９００）。

はじめてのノルディックウォーキング
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健康増進、メタボ対策、肩凝り解消など
の効果が期待できるウオーキングです。
１１月４日（休日）、
１０〜１２時、J―GREE
N堺（堺区築港八幡町１４５）で。,１，
８００円。
詳しくは J―GREEN 堺ホームペー
ジでご覧になれます。
-受け付け中。'(*で必要事項を J
―GREEN 堺（!２２２―０１２３ !２２２―３３５５
j"green@s"ntc.jp
http#
!!jgreen"saka
i.jp!）へ。/２５人。
電 子
メール
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第４０回記念堺市越南交流親善
空手道選手権大会
１０月６日（日）、９時３０分から大浜体育
館（２０ページの地図参照）で。観戦無料。
直接会場へ。
.堺市空手道協会（!０７２―４２０―５５７０
!０７２―４２０―５５７１）かスポーツ推進課（!
２２８―７４３７ !２２８―７４５４）。

みなと堺グリーンひろば
硬式野球場一般利用抽選会
１２月〜来年３月分を１０月１５日（火）、９
時３０分から家原大池体育館（２０ページの
地図参照）で受け付け（１０時に抽選）。直
接会場へ。+登録団体（登録の資格や方
法はスポーツ施設課へお問い合わせくだ
さい。当日の登録は不可）。
.同館（!２７１―１７１８ !２７１―１７９３）かス
ポーツ施 設 課（ !２２８―７５６７ !２２８―
７４５４）。

美原スポーツカーニバル
ウォークフェスタ in 奈良公園
奈良公園や「ならまち」を歩きます。
１１月１７日（日）、美原体育館（２０ページ
の地図参照）で集合、１６時３０分ごろ同館
で解散（貸し切りバスで移動）。,一般
１，
６００円。中学生以下６００円。
!５!コース"９時集合。
"１０!コース"８時３０分集合。
-&で１０月６日〜１１月３日に同館（!
３６１―４５１１ !３６１―４５１３）へ。/!１７０人、
"１９０人。

広報
美原総合スポーツセンター
会員の登録を

さかい

１６

来て見て体験 in 村野浄水場
〜水とふれ 水を知り 水に学ぼう〜

美原総合スポーツセンター（美原区小
平尾１１４１―１）は４周年を迎えました。マ
シンジムは１回ごとの利用が可能です。
利用回数が多くなる場合は会員の登録が
お得です。
#マシンジム利用料金"一般１回
１，
０００円。会員月会費４，
８００〜６，
８００円（利
用時間などで異なります）。
登録方法など詳しくは同センター（!
３６９―０５７７ !３６９―０５７６）へ。

浄水場の見学や水づくり体験、利き水
など子どもも楽しめるさまざまな催しを
行います。
１１月３日（祝日）、１０〜１６時、村野浄水
場（枚方市村野高見台）で。入場無料。直
接会場へ。雨天決行。来場には公共交通
機関をご利用ください。
詳しくは大阪広域水道企業団ホームペ
!!www.wsa"osaka.jp!）でご覧にな
ージ（http#
れます。
.同企業団村野浄水場（!０７２―８４０―
竹内街道リレーウォーク（堺編）
５２６６ !０７２―８４８―４３８４）か市上下水道局
日本最古の官道、竹内街道・横大路 総務課（!２５０―９２０８ !２５０―６６００）。
（大道）の敷設１４００年を記念して、ウオー
健康福祉プラザの催し
キングイベントを開催します。
健康福祉プラザ（〒５９０―０８０８ 堺区旭
コースは、堺駅〜開口神社〜市役所展
http#
!!www.sakai"
望ロビー〜竹内・西高野分岐点〜ミステ ヶ丘中町４丁３―１
リースポット〜三陵ビュースポット〜金 kfp.info!）では次の催しなどを開催しま
す。いずれも障害のある方もない方も参
岡神社〜大泉緑地の約７!、３時間。
さらに追加で、大泉緑地〜野遠町〜丹 加できます。
!水泳記録会"１１月４日（休日）、１２〜
南北〜松原市岡〜河内松原駅の約５!、
１７時。無料。水着、水泳キャップ、ゴー
２時間のコースもあります。
１１月１０日（日）、９時、堺駅西口ロータ グル、バスタオルなどを持参。
"園芸教室"１１月５・１９日、１２月３
リー集合。無料。雨天決行、荒天中止。
日、１３時３０分〜１６時３０分。,３，
０００円（３
弁当、水筒、雨具を持参。
-受け付け中。%で代表者の必要事項 回）。作品を持ち帰る袋を持参。
-!は&$(で同プラザスポーツセン
と参加人数、参加者全員の氏名を１０月３１
日（必着）までに堺観光ボランティア協会 ター（!２７５―５０２９ !２４３―４５４５）にある申
（〒５９０―００７７ 堺区中瓦町２丁３―２４ ! 込書（同プラザホームページからダウン
・!２３３―０５３１）へ。/１００人。
ロード可）で。締め切りは１０月１７日（必
.同協会か土木監理課（!２２８―７４１６
着）。"は'($*で必要事項と教室
!２２８―３９６４）。
名、年齢、障害のある方は障害名・等
級、手話通訳などが必要な方はその旨
堺港まつり
を、１０月１５日（必着）までに健康福祉プラ
堺海上保安署巡視艇「しぎかぜ」による ザ市民交流センター（!２７５―５０１７ !２４３
simin"kouryuu@sakai"kfp.info）
「１日船長体験航海」
（+小学生以下の子 ―０３３０
どもとその保護者）や大声大会、堺港遊 へ。0!１５０人、"１０人。
覧、バルーンショーなどを行います。
ハーベストの丘 １
０月の催し
１１月３日（祝日）、１０〜１６時、堺出島漁
ハーベストの丘（南区鉢ヶ峯寺２４０５―１
港「とれとれ市」
（堺区大浜西町２４）で。入
!２９６―９９１１ !２９６―９９２０）では次の催
場無料。直接会場へ。雨天決行。
.堺港湾振興会（港湾事務所内 !・ しを行います。
１０月１２・１３日は２０時まで時間を延長し
!２４４―７３６８）。
て営業します（通常１８時まで）。
防災フィールドワーク・キャラバン
#お花畑情報"コスモス６０万本が１０月
体験型の防災イベントを開催します。 中旬に見ごろを迎えます。
震度６〜７の地震体験ができるほか、自
#FC 大阪サッカー教室"１０月１２日
衛隊・警察・消防の特殊車両、防災グッ （土）、１４〜１６時、自由広場で。要予約。
ズの展示などがあります。
#星のソムリエによる天体観測"１０月
また、公園ウオークの参加者には花苗 ２０日（日）、１７時から、食のホールで。,
のプレゼントがあります（１０時３０分から 中学生以上３００円。小学生以下無料。別
受け付け。/２００人）。
途、キット代３，
０００円が必要。要予約。
１０月２６日（土）、１０〜１４時、大泉緑地
他にも、おばけかぼちゃのタルト作
（北区金岡町１２８）中央休憩所で。無料。 り、生地から作る石窯ピザ作り、バーベ
直接会場へ。小雨決行。
キュー食べ放題、動物イベントなどがあ
.府鳳土木事務所（!２７３―０１２３ !２７１ ります。
―８４９４）か市危機管理室（!２２８―７６０５ !
.ハーベストの丘か農水産課（!２２８―
６９７１ !２２８―７３７０）。
２２２―７３３９）。

コスモス摘みと芋掘り
堺酪農団地（南区畑１６２７）で、コスモス
摘みと芋掘りができます。
１０月２６・２７日、１０〜１５時。コスモス摘
みは無料。芋掘りは,１株３００円。/両
日とも各４００株。直接会場へ。雨天決行。
.堺酪農団地（!２９１―１１０１ !２９７―
０１２３）か農水産課（!２２８―６９７１ !２２８―
７３７０）。

こどものつどい
「秋の自然体験キャンプ」
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芋掘りやお菓子作り、ネイチャーゲー
ム、磯観察【写真】などを通じて自然に親
しみます。
１１月９・１０日（１泊２日）、日高少年自
然の家（和歌山県日高郡日高町）で。市民
会館（堺区翁橋町２丁１―１）前で、９
日、８時３０分集合、１０日、１５時ごろ解
散。+市内在住・在学の小学３〜６年
生。,９，
０００円。
-１０月３日、１０時から'(で必要事項
を日高少年自然の家（!０７３８―６４―２８７１
!０７３８―６４―２５７９）へ。/５０人。

家族のつどい「秋の日高大集合」
家族でハイキングやクラフト、釣りな
どを通じて今年最後の日高を楽しみま
す。
１１月１６・１７日（１泊２日）、日高少年自
然の家（和歌山県日高郡日高町）で。現地
で、１６日、１２時集合、１７日、１２時解散。
+市内在住・在勤・在学の方とその家
族。,２０歳以上７，
２００円。中学生〜１９歳
６，
８００円。小学生６，
６００円。３歳以上
６，
２００円。
-１０月７日、１０時から'(で必要事項
を日高少年自然の家（!０７３８―６４―２８７１
!０７３８―６４―２５７９）へ。/５０人。

みのりだキャンプ
１１月２・３日（１泊２日）、信太山青少
年野外活動センター（和泉市伯太町）で。
泉ケ丘駅前で、２日、１４時集合、３日、
１４時４５分ごろ解散。+市内在住・在学の
小学生。,４，
０００円。
-)（１通１人、兄弟姉妹は連名可）で
必要事項と学校名、学年、性別、保護者
氏名を１０月１１日（必着）までに堺市青少年
活動振興協会事務局（〒５９０―００７８ 堺区
南瓦町３―１ 子ども育成課内 !２２８―
７４５７ !２２８―８３４１）へ。0４０人。

