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堺市博物館の催し

芸 術・文 化

堺市博物館（〒５９０―０８０２ 堺区百舌鳥
夕雲町２丁 大仙公園内 !２４５―６２０１
hakugaku@city.sakai.lg.jp）
!２４５―６２６３
では次の催しを行います。
■特別展「日本発掘―発掘された日本列
島２０１４―」
１１月３日まで開催中。
$関連日曜連続講座
縄文時代から近世までの時代ごとに、
外部講師が最新調査成果などについて解
説します。
１０月５・１２・１９・２６日、１１月２日、１４
〜１５時３０分。無料。直接会場へ。各日、
１２時から整理券を配布します。,各１２０
人。
$同館学芸員による展示品解説
１０月４・２５日、１４時から４０分程度。無
料（特別展観覧料は必要）。直接会場へ。
■連続講座「まわりからみた百舌鳥古墳
群」
外部講師が百舌鳥古墳群を構成する古
墳以外の集落遺跡、生産遺跡などの調査
成果を中心に、百舌鳥古墳群について解
説します。
１０月１１・１３日、１４〜１５時３０分。無料。
直接会場へ。,各１２０人。
■博物館コンサート「わくわくディキシ
ーランド♪」
出演は TDL〜とよなかディキシーラ
ンド〜。曲目は「聖者の行進」など。
１０月４日（土）、１４時開演、同館前広場
（雨天時は地階ホール）で。無料。直接会
場へ。,１５０人。
■体験学習会
いずれも(小・中学生とその保護者。
$古墳時代の服を着てみよう
１０月１８日（土）、１０〜１２時、１３〜１５時、
地階ホールなどで。無料。直接会場へ。
,５０人。
$百舌鳥古墳群探検ツアー
同館学芸員の解説を聞きながら、同館
のまわりの古墳を歩いて巡ります。
１０月２５日（土）、１２時３０分〜１６時３０分。
)１人２００円。
*１０月２日、９時３０分から%&'で参
加者全員の必要事項と年齢、学校名、学
年を同館体験学習会「百舌鳥古墳群探検
ツアー」係へ。,１５組。
$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菓子
をいただきます。
１１月８日（土）、１０〜１１時３０分（午前の
部）・１３〜１４時３０分（午後の部）。)１人
５００円。
*１０月１０日、９時３０分から%&'で必
要事項と午前・午後の部のいずれかを同
館探検学習会「お茶室たんけん!"抹茶
電 子
メール

東文化会館の催し
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東文化会館（北野田駅前）では次の催し
を行います。
$北野田フェスティバル（!２３０―０１３４
"水曜日休館# !２３０―０１３８）
#「微笑みの円空仏」藤田澄雄展!油彩
画を展示します。１０月１０〜１４日、１０〜１８
時（１４日は１６時まで）。無料。直接会場
へ。
#混声合唱団「陽」コンサート!１０月１２
日（日）、１４時開演。無料。直接会場へ。
#邦楽演奏会「和の会」!琴を中心に二
胡、三線、ギターによる演奏。１０月２５日
（土）、１３時３０分開演。無料。直接会場へ。
#陶芸と書展!１１月１〜３日、１０〜１７
時、ギャラリーで。ヒューマンドキュメ
ンタリー「先祖になる」の上映も行いま
す。１１月１日（土）、１３時３０分からフラッ
トホールで。いずれも無料。直接会場
へ。
#地元文化村にちなんだ劇団若獅子公
演「国定忠治」!１１月２２日（土）、１３時開
演、メインホールで。４，
５００円。全席指
定席。

匠の DNA 展
〜もののはじまりなんでも堺〜
堺のものづくりの歴史と、その DNA
を現在に受け継ぎ、高い技術力を持って
新製品・技術の開発などを行っている市
内企業の魅力を知っていただくため、さ
まざまな製品などを展示します。
１０月２１・２２日、９〜１７時（２２日は１６時
まで）、市役所本館１階エントランスホ
ールで。無料。直接会場へ。
+ものづくり支援課（!２２８―７５３４ !
２２８―８８１６）。

公開勉強会＆旧天王貯水池
一般公開
いずれも直接会場へ。
#公開勉強会「〜わがまちを勉強しよ
う〜三国ヶ丘はどのように変貌してきた
か」!１０月２６日（日）、１４〜１６時、旧三丘
会館（堺区南三国ヶ丘町２丁２―３６ 三国
丘高校内）で。講師は堺歴史研究家・久
次米晃さん。)５００円。,６０人。
#秋の旧天王貯水池一般公開!１１月１
・２日、１０〜１６時、旧天王貯水池（堺区
中三国ヶ丘町３丁７８）で。無料。また、
１０月２６日〜１２月２５日、貯水池正面のライ
トアップを行います。
+けやき通りまちづくりの会（高田
!２２２―５４１９）か文化財課（!２２８―７１９８ !
２２８―７２２８）。

１８

さかい・スマイルステージ
夏川りみ １５周年記念コンサート２０１４―２０１５
!虹"
１２月２０日（土）、１７時開演、栂文化会館
（栂・美木多駅前）で。
前売券!１０月１１日、１０時から栂文化会
館、ローソン、チケットぴあ、CN プレ
イガイド、イープラスで販売。１０月１２日
以降はウェスティでも販売。１０月１１日、
１３〜１７時と１０月１４日から、堺市文化振興
財団で電話予約も可（!２２８―００５５）。ただ
し、窓口で完売の場合、電話予約はあり
をたててみましょう」係へ。,各８組１６
人。
#開館時間!９時３０分〜１７時１５分（入
館は１６時３０分まで）。#休館日!１０月６
・２０日。#特別展観覧料!一般６００円。
高校・大学生３００円。小・中学生５０円。#
観覧料!一般１００円。高校・大学生５０円。
小・中学生２０円。６５歳以上、障害のある
方、市内在住・在学の小・中学生は無料。
+同館かハローミュージアム（２４時間
展覧会案内 !２４４―９８９８）。

VIEW21コンサート
「アルゼンチンタンゴの情熱」と題した
コンサートを行います。出演は星野俊路
（バンドネオン）、米阪隆広（ギター）。曲
目は「リベルタンゴ」
「エル・チョクロ」な
ど。
１０月１０日（金）、１２時１０分から市役所高
層館２１階展望ロビーで。無料。直接会場
へ。
+文化課（!２２８―７１４３ !２２８―８１７４）。

堺・ちくちく会公開学習会
「三好長慶と松永久秀」と題して、関西
大学非常勤講師・天野忠幸さんが講演し
ます。
１１月９日（日）、１４〜１６時、堺市博物館
（堺区百舌鳥夕雲町２丁 大仙公園内）ホ
ールで。)５００円。
*$&で必要事項を１０月２〜３１日（必
着）に堺・ちくちく会（〒５９０―００７８ 堺区
南瓦町２―１ 総合福祉会館２階 市民
サポートセンター私書箱４９ !２６１―
７７８１）へ。,１００人。
+同会（崎田 !０９０―５２４６―６３８４）か堺
市博物館（!２４５―６２０１ !２４５―６２６３）。

堺市文化振興財団の催し
堺市文化振興財団（堺区熊野町東４丁
４―２０ 林ビル５階 !２２８―０４４０ !２２８
―０１１５）では次の催しを行います。
前売券は同財団、栂文化会館、ウェス
ティ、ローソンなどで販売。同財団で電
話予約も可（!２２８―００５５）。ただし、窓口

ません。６，
０００
円。全席指定
席。２歳以下の
子どもの入場は
ご遠慮くださ
い。
+同財団（!
２２８―０４４０ !
２２８―０１１５）。

夏川りみ

で完売の場合、電話予約はありません。
未就学児の入場はご遠慮ください（人形
劇団クラルテ「１１ぴきのねことぶた」を除
く）。車椅子席をご希望の方はお問い合
わせください。
■人形劇団クラルテ「１１ぴきのねことぶ
た」
１２月１４日（日）、１０時３０分開演、ウェス
ティ（西区鳳東町６丁６００）で。
前売券!１０月１０日発売。１０月１４日から
電話予約可。２，
６００円（２歳以下無料）。
全席指定席。
■ウェスティ優秀映画鑑賞会〜個性豊か
な男優たちの魅力があふれるスターの競
演〜
いずれもウェスティで。
#来年１月１７日（土）!１０時から「雪之
丞変化」、１３時から「隠し砦の三悪人」。
#来年１月１８日（日）!１０時から「暁の
脱走」、１３時から「悪名」、１５時３０分から
「雪之丞変化」。
前売券!１０月１７日発売。１０月２０日から
電話予約可。２日間フリーパス券１，
０００
円、１回券５００円。
■栂文化会館３０周年記念事業ニューイヤ
ーコンサート「伊東ゆかり＆京フィル」〜
ベストセレクション〜
出演は伊東ゆかり、京都フィルハーモ
ニー室内合奏団。
来年１月１８日（日）、１４時開演、栂文化
会館（栂・美木多駅前）で。
前売券!１０月１７日発売。４，
５００円。全
席指定席。
■文化倶楽部「古楽を楽しもう」
解説を交えて、中世時代にヨーロッパ
で流行した音楽を演奏します。終演後に
実際に楽器に触れることができます。出
演は北山隆（リコーダー）、高本一郎（リ
ュート）、パブロ・エスカンデ（チェンバ
ロ、フォルテピアノ）。
来年１月２４日（土）、１４時開演、スペー
スクリストーフォリ堺（東区大美野１１９―
１２）で。
前売券!１０月１７日発売。１０月２０日から
電話予約可。１，
０００円。

