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芸術 ・文化

部リサイタル!詩吟と吟詠歌謡の祭典で
す。１１月１６日（土）、１２時３０分開演、メイ
ンホールで。+３，
０００円。

公開勉強会＆旧天王貯水池
一般公開
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児童作品展

創造活動をとおした「生命を尊ぶ心」
けやき通りまちづくりの会では次の催 「 豊 か な 人 間 形 成 」の 育 成 を 目 的 に 、
しを行います。直接会場へ。
MOA 美術館堺市児童作品展を開催しま
%公開勉強会「『永山古墳』と『伝反正帝 す。市内の小学校から出品された絵画・
陵』の異聞〜『堺鑑』から『古墳群の系譜』 書道作品のうち、入賞作品を展示しま
を読みなおす〜」!１０月２７日（日）、１４〜 す。展示期間は次のとおり。いずれも無
１６時、旧三丘会館（堺区南三国ヶ丘町２ 料。直接会場へ。
丁２―３６ 三国丘高校内）で。講師は堺歴
#特別賞入賞作品
史研究家・久次米晃さん。+３００円（資料
１１月９日、
１３〜１７時、
１０日、９〜１７時、
代）。.６０人。
１１日、９〜１６時、市役所高層館１階で。
%秋の旧天王貯水池一般公開!１１月２
#各区の入賞作品
・３日、１０〜１６時、旧天王貯水池（堺区
%堺区!１０月１２・１３日、９〜１７時（１３日
中三国ヶ丘町３丁７８）で。無料。また、 は１５時まで）、市役所本館１階で。%中区
１０月２７日〜１２月２５日、貯水池正面のライ !１０月２７日、
１０〜１６時、ソフィア・堺（２１
トアップを行います。
ページの地図参照）で。%東区!１０月２６
-同会（高田 !２２２―５４１９）か文化財課 日、
１４〜１７時、２７日、９時３０分〜１６時、東
（!２２８―７１９８ !２２８―７２２８）。
文化会館（北野田駅前）で。%西区!１０月
２７日、９時３０分〜１６時、ウェスティ（西区
堺・ちくちく会公開学習会
鳳東町６丁６００）で。%南区!１０月２６〜２８
「茶の湯の勃興と三好一族」と題して、 日、９時３０分〜１６時３０分（２８日は１６時ま
郷土史家・桧本多加三さんが講演します。 で）、南区役所で。%北区!１０月１９日、１３
１１月１７日（日）、１４〜１６時、堺市博物館 〜１７時、２０日、１０〜１６時、北区役所で。
（堺区百舌鳥夕雲町２丁 大仙公園内） %美原区!１１月１７日、１３〜１６時、１８日、
で。+５００円。
９時３０分〜１６時、美原区役所で。
,１０月２日から&(で必要事項を堺・
-同作品展事務局（!２２１―０２１０）か学校
ちくちく会（〒５９０―００７８ 堺区南瓦町２― 企画課（!２２８―７４３６ !２２８―７４２１）。
１ 総合福祉会館２階 市民サポートセ
山口家住宅・清学院で
ンター私書箱４９ !２６１―７７８１）へ。.１００人。
「ぽち袋」
コレクション展
-同会（崎田 !０９０―５２４６―６３８４）か堺
町家歴史館山口家住宅（堺区錦之町東
市博物館（!２４５―６２０１）。
１丁２―３１）と清学院（堺区北旅籠町西１
東文化会館の催し
丁３―１３）では、１０月２日〜１１月４日、
東文化会館（北野田駅前）では次の催し 「ぽち袋」のコレクションを展示します。
を行います。
ぽち袋とは、心付けを入れて手渡す小
$北野田フェスティバル（!２３０―０１３４ 型の祝儀袋です。さまざまに工夫が凝ら
"水曜日休館# !２３０―０１３８）
されたデザインのぽち袋の展示をとおし
て、昔の人の粋と遊び心を伝えます。
%ぽち袋デザイン「和綴じノートづく
﹁
り体験」!１０月２７日（日）、!１０時３０分、
紙
ふ
"１３時３０分、#１５時、山口家住宅で。+
う
せ ３００円（別途、入館料が必要）。
ん
,１０月２日から'(で必要事項と時間
﹂ （!〜#）を山口家住宅（!・!２２４―１１５５）
へ。.各１０人。
%人形作家あわのあつこが創る−童話
%開館時間!１０〜１６時（入館は１５時４５
詩人 金子みすゞの世界―!優しさと温 分まで）。%休館日!１０月１・８・１５・２２・
もりをテーマに、金子みすゞの世界を創 ２９日。%入館料!一般１００円（清学院）、
２００
作人形で表現した展覧会です。約１５０体 円（山口家住宅）。共通入館券２５０円。中学
の童たちを詩とともに展示します。１１月 生以下、６５歳以上、障害のある方は無料。
３０日〜１２月２６日、１０〜１７時、ギャラリー
-文化 財 課（ !２２８―７１９８ !２２８―
で。+５００円（高校生以下は無料）。直接 ７２２８）。
会場へ。
堺市博物館の催し
%花柳流 柳志会２０周年記念舞踊会!
堺市博物館（堺区百舌鳥夕雲町２丁
１１月２日（土）、１１時開演、メインホール
大仙公園内 !２４５―６２０１ !２４５―６２６３
で。無料。直接会場へ。
hakugaku@city.sakai.lg.jp）では次の催し
%キングレコード吟詠剣詩舞会大阪支
電 子
メール

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。
前売券は、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、ウィーン交響楽
団ヨハン・シュトラウス・アンサンブルは
１０月７日、吉田兄弟は１０月２１日、TSUK
EMEN は１０月２８日以降）。ただし、窓口
で完売の場合、電話予約はありません。
■茂木大輔の生で聴く「のだめカンター
ビレ」の音楽会
１０月１２日（土）、１５時開演。
前売券!販売中。Ｓ席６，
５００円。Ａ席
５，
５００円。Ｂ席４，
５００円。全席指定席。未
就学児の入場はご遠慮ください。
■TSUKEMEN LIVE２０１３
１２月２９日（日）、１５時開演。
前売券!１０月２６日発売。３歳以上Ｓ席
４，
５００円。Ａ席３，
５００円。全席指定席。２
を行います。
■特別展「ICOCU／異国―南蛮とキリシ
タンの美術―」
１０月２０日まで開催中。
#同館学芸員による展示品の解説
１０月５日（土）、１４時から３０分程度。無
料（入館料は必要）。直接会場へ。
#館長の文化講座
同館館長・中西進が「南蛮は何をもた
らしたか」と題し講演します。
１０月１２日（土）、１４〜１５時３０分、地階ホ
ールで。無料。直接会場へ。.１００人。
■特別企画展「堺奉行の新資料―いま描
かれる豊かな都市像―」
１０月２６日〜１２月１５日に開催。
堺空襲などにより、ほとんど残ってい
なかった堺奉行に関する古文書が、平成
１８年、旗本若狭野浅野家資料として偶然
発見され、たつの市立龍野歴史文化資料
館に収蔵されました。
本展では、同資料館所蔵の堺奉行資料
の絵図と文書を借用し展示します。
#同館学芸員による展示品の解説
１０月２７日（日）、１４時から３０分程度。無
料（入館料は必要）。直接会場へ。
■コーナー展示「堺緞通―手織り技術の
独自性に迫る―」
１０月２９日〜１２月１日に開催。
府の無形民俗文化財に指定されている
堺緞通の織機は「開孔板綜絖（かいこうば
んそうこう）」と呼ばれる部品が特徴で

TSUKEMEN

吉田兄弟

歳以下の子どもの入場はご遠慮くださ
い。
■ウィーン交響楽団ヨハン・シュトラ
ウス・アンサンブル ニューイヤー・
コンサート２０１４
来年１月５日（日）、１４時開演。
前売券!１０月５日発売。Ｓ席５，
０００
円。Ａ席４，
０００円。全席指定席。未就
学児の入場はご遠慮ください。
■吉田兄弟〜和の祭典〜
来年１月１１日（土）、１６時３０分開演。
前売券!１０月１９日発売。６，
５００円。
全席指定席。当日、高校生以下の方は
学生証提示で３，
０００円を払い戻します。
未就学児の入場はご遠慮ください。
す。本展では、同織機やトルコ絨毯（じ
ゅうたん）の織機などを展示します。
■体験学習会「お茶室たんけん" 抹茶
をたててみましょう」
同館の隣にある茶室「黄梅庵」と「伸庵」
を見学した後、自分で抹茶をたてて生菓
子をいただきます。
１１月１０日（日）、１０〜１１時３０分（午前の
部）・１３〜１４時３０分（午後の部）。*小・
中学生とその保護者。+１人５００円。
,１０月１０日、９時３０分から'()で必
要事項と午前・午後の部いずれかを同館
体験学習会「お茶室たんけん"」係へ。.
各８組。
%開館時間!９時３０分〜１７時１５分（入
館は１６時３０分まで）。%休館日!９月３０
日、１０月７・２１・２８日。
入館料はお問い合わせください。
-同館かハローミュージアム（２４時間
展覧会案内 !２４４―９８９８）。

２
１
（ツーワン）
コンサート
生誕１４０周年ラフマニノフ「ロシアに響
く鐘の音 ピアノコンサート」を開催し
ます。出演は森下奈美。曲目は「鐘」
「楽
興の時」
「ソナタ第２番」など。
１０月２５日（金）、１８時３０分〜１９時３０分、
市役所高層館２１階展望ロビーで。無料。
直接会場へ。.１２０人。
-堺観光コンベンション協会（!２３３―
５２５８ !２３３―８４４８）。

