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泉州国際市民マラソンの関連イベント
として開催する、親子ランニングの参加
者を募集します。
２月１６日（日）、１０時３０分から、りんく
う公園（泉佐野市）で。
$１!コース"３歳〜小学３年生とそ
の保護者。$２!コース"小学１〜３年
生とその保護者。,１，
０００円。詳しくは同
!!www.
マラソン事務局ホームページ（http#
senshu"marathon.jp!）でご覧になれます。
-市役所市政情報センター、区役所市
政情報コーナー、体育館にある申込書で
同マラソン事務局へ。受け付けは１２月９
〜２０日。0２００組。
.同マラソン事務局（!０７２―４３６―０８４９）
かスポーツ推進課（!２２８―７４３７ !２２８―
７４５４）。

ハーベストの丘 １
２月の催し

３６人。
"いちご狩り（１〜３月）
１２月２日から予約を受け付けます。予
約方法など詳しくはハーベストの丘ホー
ムページでご覧になれます。
"農産物直売所創業祭記念イベント
１２月１４・１５日。詳しくは同所（!２９６―
９９２６ !２８４―０６９０）へ。
なお、１２月１８・２５日は営業します。
.ハーベストの丘か農水産課（!２２８―
６９７１ !２２８―７３７０）。

包丁研ぎ方教室
堺打刃物伝統工芸士が指導します。
１２月２５日（水）、!１３〜１５時、"１５〜１７
時、堺伝統産業会館で。,各１，
０００円。
包丁２丁持参。
-&（１人１通）で必要事項と!か"を
１２月１２日（必着）までに堺刃物商工業協同
組合連合会（〒５９０―０９４１ 堺区材木町西
１丁１―３０ 堺伝統産業会館内 !２３３―
０１１８ !２３８―８９０６）へ。0各１５人。
.同連合会か堺市産業振興センター
（!２５５―１２２３ !２５５―５２００）。

堺伝統産業会館の催し

ハーベストの丘（南区鉢ヶ峯寺２４０５―１
http#
!!ww
堺伝統産業会館では次の催しを行いま
!２９６―９９１１ !２９６―９９２０
w.farm.or.jp!）では次の催しを行います。
す。
１２月１日〜２月２８日の営業時間は１０〜
"特別展示販売
１７時（農産物直売所は９時３０分〜１７時３０
$帰省土産"堺のお土産（堺みやげも
分）。入園料は中学生以上５００円、４歳〜 ん）を、正月の帰省用に取りそろえてい
小学生３００円（１２月２５日〜１月５日は小学 ます。１２月１６〜２８日。$迎春用調理器具
生以下無料）。１２月７日は無料（１１ページ "正月用の調理用器具を展示販売しま
に関連記事）。
す。１２月２８日まで。
１２月２１〜２３日は、営業時間を２０時（２２
"福助人形スケッチ画教室
日は２１時）まで延長します。
１月１５日（水）、１３〜１５時。,１，
０００
"イルミネーション＆キャンドルナイ 円。スケッチの用具を持参。
ト
-&で必要事項を１２月１２日（必着）まで
１２月２１〜２３日、日没〜閉園。
に堺伝統産業会館（〒５９０―０９４１ 堺区材
木町西１丁１―３０ !２２７―１００１ !２２７―
"クリスマス花火ファンタジー
５００６）へ。0１５人。
１２月２２日（日）、１９時３０分から。
"伝統産業の実演
"園内脱出ゲーム
包丁研ぎ、和菓子づくり、お香づく
１２月２１日（土）。要予約。時間など詳し
くはハーベストの丘ホームページでご覧 り、手織緞通（だんつう）などの実演を見
ることができます。日時など詳しくは同
になれます。
館へ。
"グルメ体験教室（１２月７日は除く）
.同館か堺市産業振興センター（!２５５
―１２２３ !２５５―５２００）。
ホーム
ページ

園川絢也 ウゴメクウゴメク展

$クリスマスツリークッキー【写真】"
土・日曜日、祝日、１０時３０分から（２８日
は除く）、１５時から（２１〜２３日は除く）。
,１，
２００円。/各３６人。
$雪うさぎメロンパン"!月〜金曜
日、１１時から、"土・日曜日、祝日、１５
時から。,１，
２００円。/!各７２人、"各

新進アーティストバンク登録アーティ
ストの現代アート作家・園川絢也による
展覧会を開催します。
１２月４〜８日、
１０〜１９時（８日は１７時ま
で）、文化館（堺市駅前 ベルマージュ堺
弐番館内）で。無料。直接会場へ。ま
た、野外展示やワークショップ「みんな
で色と遊ぼう」
（１２月７日、１４〜１６時、８
日、１０〜１２時。+小学生以上）も行いま
す。.堺市文化振興財団（!２２８―０８８０
!２２８―０１１５）。

さかい

１６
バレーボールＶ・プレミア

リーグ開幕

堺ブレイザーズを応援しよう
１２月７日にバレーボールＶ・プレミア
リーグが開幕します。前回に続き優勝を
めざす堺ブレイザーズを応援しましょ
う。
"ホームゲームチケットプレゼント
１月１８日、１４時から（対ジェイテクト
スティングス）、１９日、１３時から（対 JT
サンダーズ）、金岡公園体育館（２０ページ
の地図参照）で開催されるホームゲーム
のチケット（スタンド自由）をペアでプレ
ゼントします。
-&で必要事項と希望日を１２月２０日
（必着）までにブレイザーズスポーツクラ
ブ「ホームゲームご招待」係（〒５９０―０９０１
堺区築港八幡町１ 新日鐵住金堺体育
館内 !２３３―２２６４ !２３３―２２４８）へ。0
各５組。

堺自然ふれあいの森の催し
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地域での活動などを紹介します。
１月６〜２０日、９〜１７時（６日は１０
時から）、市役所本館１階エントラン
スホールで。無料。直接会場へ。
.同クラブかスポーツ推進課（!２２８
―７４３７ !２２８―７４５４）。
政情報コーナー、体育館、スポーツ推進
課にある申込書（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）
に参加費（郵便小為替か現金書留）を添え
て%で堺体育協会事務局へ。受け付けは
１２月２〜２０日（消印有効）。
.同事務局（堺市教育スポーツ振興事
業団内 !２９４―６１１１ !２３７―６００１）。

堺自然ふれあいの森（南区畑１７４０ !
２９０―０８００ !２９０―０８１１）では次の催しを
行います。
!ふれあいの森収穫祭"餅つきや森の
散策、どんぐりの種まきをします。指導
はいっちんクラブ。１２月２１日（土）、１０〜
１２時。+小学生以上（小学生は保護者同
堺旧港観光市場
伴で）。,２００円。
１２月８日（日）、１０〜１４時、堺魚市場
"ミニ門松を作ろう"どんぐりや木の
実などで飾り付けし、ネザサでミニ門松 （堺区栄橋町２丁４―１）で開催します。
を作ります。１２月２３日（祝日）、１３〜１５ 入場無料。直接会場へ。
マグロの解体・即売を実施。海鮮丼、
時。+４歳以上（小学３年生以下は保護
天ぷらなど魚市場の新鮮な食材を使った
者同伴で）。,３００円。
#落ち葉で遊ぼう"落ち葉の観察や色 料理や、堺でとれた野菜、アジア各国の
探しをしたり、集めて中に潜ったりして 雑貨などを販売。魚市場も営業します。
その他、堺旧港周辺観光ガイドツアー
遊びます。雨天の場合は、屋内で落ち葉
を使ったクラフトをします。１月１３日 （１０時３０分・１２時３０分から。/各１０人）、
（祝日）、１３〜１５時。+２歳〜小学２年生 ステージショー、縁日コーナーなど。
詳しくは堺旧港観光市場ホームページ
（保護者同伴で）。,３００円。
!!sakai"kanko"ichiba.com!）で ご 覧 に
-!は１２月７日から、"は１２月８日か （http#
ら、#は１２月１４日から'で堺自然ふれあ なれます。来場には公共交通機関をご利
いの森へ。/!６０人、"１５人、#１０人。 用ください。.観光推進課（!２２８―７４９３
!２２８―７３４２）。

堺市民マラソン

オリックス・バファローズ

２月１１日（祝日）、大泉緑地（北区金岡
小学生野球教室
町１２８）で開催する市民マラソンの参加者
オリックス・バファローズの教室スタ
を募集します。+小学生以上で健康な方
（小学１〜３年生は保護者など引率責任 ッフが指導します。
１月１９日（日）、９〜１２時、金岡公園野
者の参加が必要）。
球場（２０ページの地図参照）で。+小学４
開催種目は次のとおり。
$完走マラソンの部"３!（小学生以 〜６年生。無料。
-)(*で必要事項と学年を１２月２７日
上） $競技マラソンの部"３!（男女年
（必着）までに堺市教育スポーツ振興事業
齢別）、１０!（男女高校生以上）
当日は、１０時から開会式、１０時３０分か 団（〒５９９―８１２３ 東区北野田１０７７ アミ
ナス北野田内 !２９４―６１１１ !２３７―６００１
ら各種目順次開始。,５００円。
sports３@sakai―espa.com）へ。0７０人。
-市役所市政情報センター、区役所市
電 子
メール

