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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

講習 ・講演
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。詳しくは関西大学
!!www.ka
人間健康学部ホームページ（http#
nsai"u.ac.jp!Fc̲hw!）でご覧になれます。
"すこやか教養講座「よかったね!早
期発見みんなの笑顔」!１１月１６日（土）、
１３時３０分〜１５時。講師はピンクリボン大
阪理事長・冨尾貴美代さん。無料。
#東西いのちの文化フォーラム「タッ
ピングタッチ」!１１月３０日（土）、１５〜１７
時。講師はタッピングタッチ協会代表・
中川一郎さん。無料。
$関大笑い講〜六代桂文枝一門〜!１２
月７日（土）、１３時３０分〜１６時２０分、ビッ
グ・アイ（泉ケ丘駅前）で。.１，
０００円。
高校生以下は無料。
/+*で必要事項と講座名を"は１１月
１日、#は１１月１２日、$は１０月２日〜１１
月１５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。2"３００人、#３０人、1$
１，
０００人。
0同大学堺事務局か企画部企画推進担
当（!２２８―７４８０ !２２２―９６９４）。

図書館の催し
"堺歴史文化市民講座
%ハマスイ!〜浜寺水練学校１０７年の
歴史〜!毎日新聞社浜寺水練学校理事・
渡邉啓道さんが講演します。
１０月１４日（祝日）、１４〜１６時、鳳保健文
化センター（西区鳳南町４丁４４４―１）で。
無料。手話通訳あり。
/１０月３日から()*で西図書館（鳳
保健文化センター内 !２７１―２０３２ !
２７１―３００２）へ。1６０人。
%竹内街道を歩いて１０年!竹内街道敷
設１４００年を記念し、竹の内街道歩き隊理
事長・隅田禎一さんが講演します。
１１月９日（土）、１５〜１６時３０分、北区役
所で。無料。手話通訳あり。
/１０月２４日から()*で北図書館（北
区役所内 !２５８―６８５０ !２５８―６８５１）
へ。1４５人。
"ボランティアステップアップ講座
わらべうたをテーマに、実技や子ども
への伝え方を学びます。講師は神戸コダ
ーイ芸術教育研究所理事長・小林純子さ
ん。
１０月２５日（金）、１４〜１６時、ソフィア堺
（２１ページの地図参照）で。-市内でボラ
ンティア活動をしている方。無料。
/１０月３日から()で中図書館（ソフ
ィア・堺内 !２７０―８１４０ !２７０―８１４９）
へ。1３０人。
"堺っ子読書フォーラム「絵本でつな
がる 心のふれあい」
児童文学作家・村中李衣さんが「絵本
はすてき・絵本をめくる私もすてき」と

題して講演します。
１０月２７日（日）、１４〜１６時、堺市産業振
興センター（中百舌鳥駅前）で。無料。託
児あり（１歳以上。要予約）。
/１０月３日から()で中央図書館（堺
区大仙中町１８―１ !２４４―３８１１ !２４４―
３３２１）へ。1８０人。

おおさかふみんネット広域講座
泉州歴史探訪!「美と泉北」
いずれも１４〜１５時３０分。-原則、全回
参加できる方。
%土佐家と堺衆の肖像画!１１月１４日
（木）、総合福祉会館（堺区南瓦町２―１）
で。講師は摂南大学教授・岩間香さん。
無料。
%和泉市久保惣記念美術館の成り立ち
と名品紹介!１１月２１日（木）、和泉市久保
惣記念美術館（和泉市内田町）で。講師は
同館学芸員・上仁理恵子さん。無料（入
館料８００円は必要）。
%泉州の中世―東西春淡々!１１月２８日
（木）、忠岡町ふれあいホール（泉北郡忠
岡町）で。講師は正木美術館館長・高橋
範子さん。無料。
/'*,で必要事項と年齢を１０月３１日
（必着）までに生涯学習課（〒５９０―００７８
堺区南瓦町３―１ !２２８―７６３１ !２２８―
０３７１
shogaku@city.sakai.lg.jp）へ。2
１００人。結果は１１月８日までに応募者全
員に通知します。
電 子
メール

地域スポーツ指導者養成講座
スポーツ理論を中心に講義や実技を行
います。
１２月〜来年２月の土・日曜日、祝日、
体育館などで。-市内在住・在勤・在学
の２０歳以上の方。.３，
０００円程度（保険料
などを含む）。
/市役所市政情報センター、区役所市
政情報コーナー、体育館などにある申込
書（堺市教育スポーツ振興事業団ホーム
!!sakai"espa.com!#からダウン
ページ"http#
ロード可）を同事業団へ。受け付けは１０
月２１〜３１日（必着）。2４０人。
0大浜体育館（!２２１―２０８０ !２２１―
９９８０）。

日本語指導ボランティア研修
（フォローアップ編）
日本語を母語としない方への日本語の
指導法を学ぶフォローアップ研修です。
１１月１２日〜１２月１７日の火曜日、１４〜１６
時、国際交流プラザ（堺区中瓦町１丁４―
２４）で。-"平成２１〜２４年度日本語指導
ボランティア研修（入門編）を受講した
方、#市内の日本語教室などで活動中か
活動予定で日本語指導ボランティア経験
が原則１年未満の方。無料。
/１０月１日から国際課（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。締め切りは１０月１７日（必着）。
2４０人（-"の方を優先）。
0同課（!３４０―１０９０ !３４０―１０９１）。

平成２
５年（２
０
１
３年）
１
０月１日

小谷城郷土館文化財講演会
「利休から伝わる三千家のお茶」をテー
マに、官休庵常任理事・佐伯江南斎さん
が講演します。
１１月１７日（日）、１４〜１６時、泉ヶ丘セン
タービル（泉ケ丘駅前）で。無料。
/１０月２日から+*で必要事項を小谷
城郷土館（〒５９０―０１０６ 南区豊田１６０２―１
〈月曜日休館〉 !２９０―
!２９６―８４３５
６４５５）へ。1３００人。
0同館か文化財課（!２２８―７１９８ !２２８
―７２２８）。

各１０組。
/'*,（いずれも１通２人まで）で参
加者全員の必要事項、「チンチン電車 de
お茶会」か「親子おもてなし茶会」
（いずれ
も"か#も）を１１月５日（必着）までに文化
課（〒５９０―００７８ 堺区南瓦町３―１ !
bunka@city.sak
２２８―７１４３ !２２８―８１７４
ai.lg.jp）へ。
電 子
メール

ヒストリックカー・コレクション展示＆新進
アーティストバンク「まちなかコンサート」

堺学シリーズ講演会
堺の歴史・文化、まちづくりなどにつ
いて専門家が講義します。
１０月１７・２４・３１日、１１月１４・２１・２８
日、１４時４５分〜１６時５分、大阪府立大学
中百舌鳥キャンパス（中区学園町１―１）
Ｕホール白鷺で。無料。直接会場へ。1
６００人。
0同大学上方文化研究センター（!２５２
―１１６１
sakaigaku@ao.osakafu"u.ac.jp）か
堺都市政策研究所（!２２８―０２５４ !２２８―
０２８４）。
電 子
メール

大阪府共生の森づくり「森づくり人講座」
府では、共生の森づくりのリーダーに
なるための講座を開催しています。樹木
や森づくりについて学習します。
１１月２４日、１２月１５日、来年１月２６日、
２月２３日、３月１・１６日、１０〜１６時、堺
第７―３区共生の森（西区築港新町）で。
無料。-中学生以上（中学生は保護者同
伴で）で、原則、全回参加できる方。汚
れてもいい服装で、弁当、軍手、タオル
などを持参。詳しくは堺エコロジー大学
!!www.sakai"ecodai.jp!）
ホームページ（http#
でご覧になれます。
/受け付け中。&*,で必要事項と年
齢、性別を大阪府民環境会議（〒５３２―
００１３ 大阪市淀川区木川西１丁目４―２０
サンフォレスト８階 !０６―７１７２―７０１６
kyousei@npo"open.o
!０６―６８８１―８１０３
rg）へ。1３０人程度。
0同会議か環境総務課（!２２８―７４４０
!２２８―７３１７）。
電 子
メール

芸術 ・文化
茶の湯を楽しみませんか
３カ所で体験プログラム

いずれもホテル・アゴーラ リージェ
ンシー堺（堺区戎島町４丁４５―１）ポルタ
ス広場で。無料。直接会場へ。
%ヒストリックカー・コレクション!
歴史的・希少価値のある本市コレクショ
ンの中から、BMW５０７ロードスター【写
真】をはじめ人気の６台を展示します。
１０月１９日、
１３〜１８時、
２０日、
１０〜１７時。
%期待の若きアーティストたちによる
コンサート!新進アーティストの発表の
場や、市民に文化芸術体験の機会を提供
することを目的とした「新進アーティス
トバンク」の登録アーティストによるコ
ンサートです。出演は小西優子（ピア
ノ）、筒田咲紀（バイオリン）、長良令子
（声楽）、吉岡亜貴子（サクソフォン）。
１０月２０日（日）、１５〜１６時。
0文化課（!２２８―７１４３ !２２８―８１７４）。

日越外交関係樹立４０周年記念
コンサート〜音楽は海を越えて〜
ニューヨークで活躍する本市出身のピ
アニスト・西川悟平と、ベトナムのバイ
オリニスト・ブイ・コン・ズイが日越外
交関係樹立４０周年を記念してコンサート
を開催します。
１０月２４日（木）、１８時開演、サンスクエ
ア堺（堺市駅前）で。無料。
/'（１通１人まで）で必要事項と年齢
を１０月７日（消印有効）までに日越堺友好
協会（〒５９０―０９４８ 堺区戎之町西１丁１―
３０）へ。2２００人。
0同協会（加藤均総合ビル内 !２２２―
０００１ !２２３―０００１）かアセアン交流推進
室（!２２２―７３４３ !２２８―７９００）。

堺のまちなかで茶の湯文化を体験でき
VIEW21コンサート
る、次の催しを行います。
「ちょこっとクラリネットコンサート」
"田辺小竹 竹芸展
三千家が一堂に会する利休のふるさと を開催します。出演はクラリネットアン
堺大茶会（２ページの記事参照）で、国際 サンブル Hana。曲目は「ラデツキー行
「星に願いを」など。
的に活躍する市内在住の竹工芸家・田辺 進曲」
１０月１１日（金）、１２時１０分から市役所高
小竹さんの作品を展示します。
１０月１９・２０日、９〜１５時３０分、南宗寺 層館２１階展望ロビーで。無料。直接会場
（堺区南旅篭町東３丁１―２）で。無料（別 へ。
途、茶券が必要）。直接会場へ。
0文化課（!２２８―７１４３ !２２８―８１７４）。
"チンチン電車 de お茶会
さぃかいウォーク利休を訪ねよう
阪堺電車に乗って、堺の街並みを眺め
堺南めぐるめと堺の街中散策
ながらお茶を楽しみます。
与謝野晶子生家跡や千利休屋敷跡、武
１１月１６日（土）、"１３時３０分から（浜寺
駅前で乗車）、#１５時から（我孫子道で乗 野紹3屋敷跡などの旧跡や和菓子などの
車）。中学生以下は保護者同伴で。.６００ 店を巡ります。
１１月９日（土）、９時３０分、堺駅東口改
円。2各２５人。
札前集合、１３時、寺地町停留場解散。.
"親子おもてなし茶会
０００円。
町家歴史館山口家住宅の茶室で、お茶 １，
/*,で必要事項を１１月２〜７日に堺
のたて方や頂き方、作法などを学びま
office@sakai"
なんや衆（!２５７―１９３４
す。
１１月２４日（日）、山口家住宅（堺区錦之 nan"ya.net）へ。1３０人。
0堺なんや衆（呉竹 !０９０―３８４４―
町東１丁２―３１）で。"１３時３０分から、#
１５時から。-小学生以上とその保護者。 ７１３９）か国際交流プラザ（!３４０―１０９０ !
.１組６００円（別途、入館料が必要）。2 ３４０―１０９１）。
電 子
メール

