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堺学シリーズ講演会

講 習・講 演
図書館の催し
"堺っ子読書フォーラム「ひらいてみ
よう本の扉」
子どもの読書活動推進に関わる学校や
ボランティアグループの取り組みの発表
と、児童文学作家・富安陽子さんの講演
会「本は不思議の扉」を行います。
１０月２６日（日）、１３〜１６時、中文化会館
（中区深井清水町１４２６）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。0１５０人。
"堺歴史文化市民講座
「医療小説の今」をテーマに、本市出身
の作家・久坂部羊さんが作家になるまで
のエピソードや著書について講演しま
す。
１１月３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。要約筆記あり。
.１０月１５日から'()で西図書館（同
センター内 !２７１―２０３２ !２７１―３００２）
へ。0６０人。
"音訳勉強会公開講座
目の不自由な方への情報伝達方法「音
訳」について学びます。講師は日本ライ
トハウス情報文化センター音訳指導員・
渡辺典子さんほか。
１１月６・１３・２０・２７日、１２月４日、１０
時１５分〜１２時、美原図書館（美原区黒山
１６７―１４）で。無料（テキスト代は必要）。
.１０月１５日から'(で美原図書館（!
３６９―１１６６ !３６９―１１６８）へ。0３０人。

消費者教育サポーター
養成講座
修了者は資格認定し、実践として「親
子で楽しむ消費者教育イベント」の企画
運営を行います。
１１月４・１１・２５日、
１５時３０分〜１７時３０
分、さかい新事業創造センター（中百舌
鳥駅前）で。,消費者教育に関心があり
全回出席できる方。無料。
.受け付け中。)+で必要事項を１０月
２４日までに南大阪地域大学コンソーシア
event@
ム（!２５８―７６４６ !２５８―７６４１
osaka"unicon.org）へ。0３０人。
/同コンソーシアムか企画部企画推進
担当（!２２８―７４８０ !２２２―９６９４）。
電 子
メール

イタリア語講座（入門）
イタリア語入門者にリスニング、会話
を指導します。
"水曜日クラス（１０月２２日開講）、１８〜
１９時２０分。#金曜日クラス（１０月２４日開
講）、９〜１０時２０分。いずれも国際交流
プラザ（堺区中瓦町１丁４―２４）で。全８
回。-各１万４，
０００円（別途、テキスト代
３，
０００円が必要）。
.受け付け中。)+で必要事項と"か
#をイタリア文化会館講座担当（!０６―
６２２７―８５５６ !０６―６２２９―００６７
corsi.iico
saka@esteri.it）へ。0各１４人。
/同館か国際交流プラザ（!３４０―１０９０
!３４０―１０９１）。
電 子
メール
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ヒストリックカー見学会

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。テーマは「鳥
井駒吉」「鈴木貫太郎と堺」など６テー
マ。
１０月２３・３０日、１１月１３・２０・２７日、１２
月２５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。0６００人。
/同大学上方文化研究センター（!２５２
―１１６１）か堺都市政策研究所（!２２８―０２５４
!２２８―０２８４）。

芸 術・文 化
小学生の絵画・書道など
MOA 美術館児童作品展

市内の小学校から出品された絵画・書
道作品のうち、入賞作品を展示します。
歴史的・希少価値のある本市ヒストリ
展示期間は次のとおり。いずれも無料。
ックカー・コレクションの見学会を開催
直接会場へ。
します。BMW２００２Turbo【写真】をはじ
"特別賞入賞作品
１１月２９日、１３〜１７時、１１月３０日、９〜 め人気の名車５０台を公開します。
１１月２９・３０日、１０・１３・１５時、竹城台
１７時、１２月１日、９〜１６時、市役所高層
楽しい運動あそび
倉庫（南区竹城台３丁２１―３）で。無料。
館１階で。
「あそびが運動に」
「運動があそびに」を
来場には公共交通機関をご利用くださ
"各区の入賞作品
テーマに、関西大学教授・涌井忠昭さん
&堺区"１１月８日、９〜１７時、１１月９ い。
がレクリエーション活動を中心とした指 日、９〜１５時、市役所高層館１階で。
.*)+（１通３人まで）で必要事項と
導をします。
&中区"１０月２６日、１０〜１６時、ソフィ 人数、希望日時（第２希望まで）、障害者
１１月８日（土）、１０時３０分〜１２時、関西 ア・堺（中区深井清水町１４２６）で。
専用駐車場の利用の有無を１０月２４日（必
大学堺キャンパスで。,市内在住の小学
&東区"１０月２６日、９時３０分〜１６時、 着）までに文化課（〒５９０―００７８ 堺区南瓦
町３―１ !２２８―７１４３ !２２８―８１７４
生とその保護者。無料。
東文化会館（北野田駅前）で。
.*)で必要事項と講座名を１０月２４日
&西区"１０月２６日、９時３０分〜１６時、 bunka@city.sakai.lg.jp）へ。1各５０人。
（必着）までに関西大学堺事務局地域連携 ウェスティ（西区鳳東町６丁６００）で。
堺市民芸術祭
&南区"１０月２５日、９時３０分〜１６時３０
係（〒５９０―８５１５ 堺区香ヶ丘町１丁１１―１
いずれも直接会場へ。
!２２９―５０２４ !２２９―５０８２）へ。1３０ 分、１０月２６日、９時３０分〜１６時、南区役
組。
%帯結び・切手・美術作品展示会
所で。
/同大学堺事務局か企画部企画推進担
１０月６日、１３〜１８時、１０月７〜９日、
&北区"１１月１５日、１３〜１７時、１１月１６
当（!２２８―７４８０ !２２２―９６９４）。
１０〜１８時、１０月１０日、１０〜１６時、市役所
日、１０〜１６時、北区役所で。
&美原区"１１月１６日、１３〜１６時、１１月 本館１階エントランスホールで。無料。
発達障がいフォーラム
%美術部会展覧会
１７日、９時３０分〜１６時、美原区役所で。
「思春期・青年期における発達障がい
１０月１１〜１３日（写真・絵画・つまみ
/MOA 美術館児童作品展事務局（!
について考える―教育と医療の連携―」 ２２１―０２１０）か学校企画課（!２２８―７４３６ ! 絵）、１０月１７〜１９日（書道・水墨画）、１０
をテーマに開催します。講師は阪南病院 ２２８―７４２１）。
〜１８時（１３・１９日は１７時まで）、文化館
副院長・横田伸吾さん、プール学院大学
（堺市駅前 ベルマージュ堺弐番館内）ギ
みはら歴史博物館の催し
学生支援センター長・竹田契一さん他。
ャラリーで。無料。
みはら歴史博物館（美原区黒山２８１ !
１１月３０日（日）、１３〜１７時５分、プール
%詩吟 構成吟「風」
学院大学（南区槇塚台４丁５―１）で。, ３６２―２７３６ !３６２―２２６０）では次の催しを
１０月１２日（日）、１４〜１６時、ウェスティ
発達障害に関心のある方。無料。
行います。
（西区鳳東町６丁６００）ホールで。無料。
.受け付け中。)で必要事項を１０月３１ ■ギャラリー展「夏の思い出・秋の風物
%短歌大会
日までにプール学院大学学生支援センタ ―絵手紙体験講座に参加したみなさんの
１０月１８日（土）、１３〜１７時、ウェスティ
０００円。
ー「発達障がいフォーラム」係（!２９２― 作品―」
セミナールームで。-１，
７２０１ !２９３―５５２５）へ。0２００人。
%講演会「古代日本と朝鮮・中国」
絵手紙体験講座参加者から募集した作
/同センターか企画部企画推進担当 品を展示します。
１０月１８日（土）、１４〜１６時、ビッグ・ア
（!２２８―７４８０ !２２２―９６９４）。
１０月４日〜１１月３０日、ロビーギャラリ イ（泉ケ丘駅前）大研修室で。-５００円。
%フラワーアレンジメント展
ーで。無料。直接会場へ。
大和川セミナー
１０月２４日、１２〜１８時、１０月２５日、１０〜
&開館時間"９時３０分〜１７時１５分（入
大阪府立大学准教授・平井規央さんの 館は１６時３０分まで）。&休館日"１０月６ １８時、１０月２６日、１０〜１７時、市役所本館
講演会「水辺の生き物」、パネルディス ・１４・２０・２７日。&入館料"一般２００ １階エントランスホールで。無料。
カッション（公開討論会）「大和川での活 円。中学生以下、６５歳以上、障害のある
%堺・撮れとれ映像祭
動とゆめ」を開催します。また、大和川 方は無料。
１０月２５日（土）、１３〜１６時３０分、東文化
フォトコンテストの作品展示・表彰や生
会館（北野田駅前）フラットホールで。無
清学院・山口家住宅で
物の展示、水質浄化実験なども行いま
料。
「ぽち袋」
コレクション展
す。
%堺市いけばな展
町家歴史館清学院（堺区北旅籠町西１
１１月２２日（土）、１３時３０分〜１５時３０分、
１０月２５・２６日、１０〜１７時、文化館ギャ
関西大学堺キャンパス（堺区香ヶ丘町１ 丁３―１３）と山口家住宅（堺区錦之町東１ ラリーで。無料。
丁２―３１）では、１０月１日〜１１月３日、
%俳句大会
丁１１―１）で。無料。
詳しくは大和川水辺の楽校協議会ホー 「粋の心を伝える〜ぽち袋コレクション
１０月２６日（日）、１０〜１７時、栂文化会館
!!sakai"mizube.org／）でご覧 展!」を開催します。
ムページ（http#
第１講座室で。無料。
になれます。
さまざまに工夫が凝らされたデザイン
%カクテルコンサート
.１０月２日から(+で必要事項を同協 のぽち袋の展示をとおして、昔の人の粋
「ようこそ!音楽のお・も・て・な・
info@s と遊び心を伝えます。
議会事務局（!０７０―５５０３―６２６１
し」"１０月２６日（日）、１４〜１６時３０分、栂
akai"mizube.org）へ。0２００人。
%ぽち袋デザイン「和綴じノートづく 文化会館（栂・美木多駅前）ホールで。無
/同協議会事務局か河川水路課（!２２８ りワークショップ」
料。
―７４１８ !２２８―７８６８）。
１０月２５日（土）、"１０時３０分、#１３時３０
%特別企画 津々流大正琴３０周年記念
分、$１５時、山口家住宅で。-３００円（別 コンサート「愛と絆…３０周年の足跡」
小谷城郷土館文化財講演会
途、入館料が必要）。
１１月２日（日）、１３〜１７時、栂文化会館
「世界の無形文化遺産となった和食文
.１０月２日から()で必要事項と"〜 ホールで。-２，
５００円。
化」をテーマに、静岡文化芸術大学学長 $のいずれかを山口家住宅（!・!２２４―
%講演会「行基さんを考える」
１１５５）へ。0各１０人。
・熊倉功夫さんが講演します。
１１月２日（日）、１４〜１６時、東文化会館
&開館時間"１０〜１７時（入館は１６時３０ フラットホールで。-５００円。
１１月９日（日）、１４〜１６時、泉ヶ丘セン
分まで）。&休館日"１０月７・１４・２１・
タービル（泉ケ丘駅前）で。無料。
%泉北読書会３０周年記念講演会「記紀
.１０月２日から*)で必要事項を小谷 ２８日。&入館料"一般１００円（清学院）、 と邪馬台国」
城郷土館（〒５９０―０１０６ 南区豊田１６０２―１ ２００円（山口家住宅）。共通入館券２５０円。
１１月３日（祝日）、１４〜１６時、泉ヶ丘市
#月曜日休館$ !２９０― 中学生以下、６５歳以上、障害のある方は 民センター（泉ケ丘駅前）ホールで。無
!２９６―８４３５
６４５５）へ。0３００人。
料。
無料。
/同館か文化財課（!２２８―７１９８ !２２８
/堺市文化団体連絡協議会（堺市文化
/文化 財 課（ !２２８―７１９８ !２２８―
―７２２８）。
７２２８）。
振興財団内 !・!２２８―１１４４）。
電 子
メール

電 子
メール

