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堺旧港観光市場

体 験・イ ベ ン ト
知的書評合戦ビブリオバトル in さかい
お薦めの本の魅力を５分間で紹介し、
本について語り合い、みんなで一番読み
たくなった本を決定するビブリオバトル
の発表者と観戦者を募集します。
今回のテーマは「無」です。この言葉か
ら連想する本を教えてください。
１０月１９日（日）、１４〜１５時３０分、中央図
書館で。無料。
-受け付け中。&'*で氏名と電話番
号、件名に「ビブリオバトル発表申込」を
同館（堺区大仙中町１８―１ !２４４―３８１１
chuuouto@city.sakai.lg.jp）
!２４４―３３２１
へ。/６人。観戦者は直接会場へ（/３０人）。
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堺伝統産業会館の催し
堺伝統産業会館（堺区材木町西１丁１―
３０ !２２７―１００１ !２２７―５００６）では次の
催しを行います。
■開館３周年記念 誕生祭
いずれも無料。直接会場へ。
$昆布「手すきおぼろ実演」#１０月１２日
（日）、１４〜１５時。$醤油「醤油のお話」#
１０月１３日（祝日）、
１３〜１４時。$麹「麹づく
りのお話」#１０月１３日（祝日）、１４〜１５時。
■包丁研ぎ方教室
堺打刃物伝統工芸士が指導します。
１０月２９日（水）、!１３〜１５時、"１５〜１７
時。,各１，
０００円。包丁２丁持参。
-%（１通１人）で必要事項と!か"を
１０月１３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。

家族で楽しく歴史を学ぶ
「てつ」
の町 堺の秘密を探れ
鉄砲（火縄銃）から打刃物、自転車など
堺の地場産業をつなぐ「てつ」の歴史を学
びます。コースは、自転車博物館（クラ
シック自転車レプリカ体験試乗）〜堺鉄
砲館・水野鍛錬所〜七道駅。
１１月９日（日）、自転車博物館（堺区大
仙中町１８―２）で１０時集合、七道駅で１６時
３０分ごろ解散。+小・中学生とその保護
者。,大人１，
５００円。小・中学生１，
０００円。
-受け付け中。)(*で必要事項と参
加者全員の氏名、学年を１０月２７日（必着）
までに歴史街道推進協議会「堺の秘密を
探れ」係（〒５３０―０００５ 大阪市北区中之島
２丁目２―２ 大阪中之島ビル７階 !
time
０６―６２２３―７７４５ !０６―６２２３―７２３４
"trip@rekishikaido.gr.jp）へ。/４０人。
.同協議会か観光推進課（!２２８―７４９３
!２２８―７３４２）。
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１０月１２日（日）、１０〜１４時、堺魚市場
（堺区栄橋町２丁４―１）で。入場無料。
直接会場へ。
マグロの解体・即売、サザエなどを炭
火で焼く海鮮焼き、海鮮丼、天ぷらなど
魚市場の新鮮な食材を使った料理やアジ
アなどの各国の伝統料理を販売。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（１０時３０分・１２時３０分か
ら。/各１０人）、ステージイベント、縁
日コーナーなど。
.観光推進課（!２２８―７４９３ !２２８―
７３４２）。
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堺文化財特別公開
１１月１
４〜１
６・２１〜２
４日

今回は、来年３月２０日の「さかい利晶 役所市政情
の杜」のオープンに先駆け、「千利休の生 報 コ ー ナ
まれた街 堺」をテーマに、千利休や茶 ー、堺東・
に関連する神社仏閣や文化財などを公開 堺駅・大仙
します。公開施設は次のとおり。
公園観光案
$全期間（１１月１４〜１６・２１〜２４日）#南 内所などに
宗寺、徳泉庵、大安寺、發光院（初公 あるパンフ
開）、天慶院（２３日を除く） $１４・２１〜 レ ッ ト【 写
２４日#海会寺 $２１〜２４日#菅原神社、 真 】、 堺 観
浄得寺 $２１・２２日#堺市茶室「伸庵」 光コンベン
（初公開） $２３日#片桐棲龍堂 $２４日 ション協会
堺港まつり
!!www.sakai"tcb.or.jp
ホームページ（http#
#鉄砲鍛冶屋敷
共通拝観券は１０月１日から堺東・堺駅 !）でご覧になれます。
堺海上保安署巡視艇「しぎかぜ」による
.観光推進課（!２２８―７４９３ !２２８―
１，
０００円。
「１日船長体験航海」
（+小学生以下の子 ・大仙公園観光案内所で販売。
詳しくは市役所市政情報センター、区 ７３４２）。
どもとその保護者）や堺港遊覧、バルー
ンショー、似顔絵コーナー、和太鼓の演
舞などを行います。
（２６日は１２時から）。雨天中止。$自転車
日本最低山縦走大会
１１月２日（日）、１０〜１６時、堺出島漁港
乗り方教室#原則、土曜日と第１・３・
天保山（大阪市港区築港）〜蘇鉄山（大 ５日曜日、不定期の水曜日。+５〜６０歳
「とれとれ市」
（堺区大浜西町２４）で。入場
浜公園）〜市役所の約２０"を歩きます。
無料。直接会場へ。雨天決行。
で身長１０５!以上。無料。要予約。$こ
１１月３０日（日）。費用や申し込み方法な ども自転車安全教室と大仙公園サイクリ
.堺港湾振興会（港湾事務所内 !・
ど詳しくは、日本最低山縦走実行委員会 ング#１０月２６日（日）、９〜１２時。要予
!２４４―７３６８）。
h 約。
（!０６―６６７８―８１１１ !０６―６６７８―９７１７
堺・泉州まるしぇ＆メイドインさかいフェア
ttp#
!!www.nihonsaiteizan.com）かスポーツ推
"サイクリング
地元の食品や雑貨など魅力あふれる逸 進課（!２２８―７４３７ !２２８―７４５４）へ。
いずれも要予約。
品を、約２５店舗が展示即売します。
$自転車散歩 $メンテナンスセミナ
みなと堺グリーンひろば
１０月２２〜２６日、１０〜２０時、イオンモー
ー $健康サイクリング
硬式野球場一般利用抽選会
ル堺北花田（北区東浅香山町４丁１―１２）
日時、料金、休館日など詳しくはサイ
１２月〜来年３月分を１０月２２日（水）、９ クルセンター（!２４３―３１９６ !２４４―４１１９）
１階センターコートなど特設会場で。入
時３０分から家原大池体育館（西区家原寺 か、ものづくり支援課（!２２８―７５３４ !
場無料。直接会場へ。
.堺商工会議所（!２５８―５５８１ !２５８― 町１丁１８―１）で受け付け（１０時に抽選）。 ２２８―８８１６）へ。
５５８０）か商業流通課（!２２８―８８１４ !２２８― 直接会場へ。+登録団体（登録の資格や
かんたんスポーツ体験
８８１６）。
方法はスポーツ施設課へお問い合わせく
いずれも無料。
ださい。当日の登録は不可）。
美原スポーツカーニバル
!親子軽スポーツ＆ウォーキング教室
.同館（!２７１―１７１８ !２７１―１７９３）か同
ウォークフェスタ in 京都・銀閣寺 課（!２２８―７５６７ !２２８―７４５４）。
#ポールを使いクロスカントリーの要素
平安神宮から哲学の道を歩きます。
を取り入れた、ノルディックエクササイ
堺浜寺ライオンズクラブ杯
１１月１６日（日）、美原体育館（美原区多
ズとウオーキングを体験します。１１月１
小学生柔道選手権大会
治井８７８―１）で集合、１６時３０分ごろ同館
日（土）、１０〜１２時、原池公園体育館（中
１１月２日（日）、大浜体育館（堺区大浜 区八田寺町３２０）で。+５歳〜小学生とそ
で解散（バスで移動）。,一般１，
７００円。
北町５丁７―１）で。無料。
中学生以下７００円。
の保護者。"ノルディックウォーキング
申し込み方法など詳しくは、堺浜寺ラ 体操#ノルディックポールを使ってウオ
!５"コース#９時集合。
イオンズクラブ（!２２４―３３０１ !２２４― ーキングをします。１１月１日（土）、１３時
"８"コース#８時３０分集合。
-&で１０月５日〜１１月３日に同館（! ０１１５）かスポーツ推進課（!２２８―７４３７ ! ３０分〜１５時、原池公園体育館で。+２０歳
３６１―４５１１ !３６１―４５１３）へ。/!１７０人、 ２２８―７４５４）へ。
以上の方。#スティック＆ボールを使っ
"１９０人。
た体操#棒とボールを使って全身を動か
サイクルセンターの催し
します。１１月１６日（日）、１３時３０分〜１５
美原総合スポーツセンター
"自転車博物館（堺区大仙中町１８―２） 時、サンスクエア堺（堺市駅前）で。+２０
月額登録制キャンペーン
$特別展「世界一周自転車冒険展」#来 歳以上の方。
美原総合スポーツセンター（美原区小 年３月２２日まで。$手作りおもちゃ教室
-)'(*で必要事項とセミナー名、
平尾１１４１―１）では、１０月３１日まで月額登 「ぼくとわたしのシーサー」#１０月５日 !は子どもの氏名、性別、年齢、学年を
録制キャンペーンを実施しています。期 （日）、１０〜１５時。無料（入館料は必要）。 !"は１０月１７日、#は１０月３１日（いずれ
間中に申し込むと、初月度の月会費が半 直接会場へ。/５０人。
も必着）までにスポーツ推進課（〒５９０―
００７８ 堺区南瓦町３―１ !２２８―７４３７
額になります。
"自転車ひろば（大仙公園内）
sushin@city.sakai.lg.jp）
費用や条件など詳しくは同センター
$クラシック自転車のレプリカ体験試 !２２８―７４５４
（!３６９―０５７７ !３６９―０５７６）へ。
乗#１０月１２・１３・２６日、１０〜１５時３０分 へ。0!３０組、"#各４０人。
ホーム
ページ
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