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り『情景』」など。
３月３１日（木）、１４時開演、東文化会館
（北野田駅前）で。
前売券"堺市文化振興財団、栂・東文
化会館、アルテベルなどで販売中。同財
団で電話予約も可（!２２８―００５５）。大人
さかい利晶の杜の催し
１，
０００円、小学生以下５００円。全席指定
さかい利晶の杜（堺区宿院町西２丁１― 席。
１ !２６０―４３８６ !２６０―４７２５）では次の
-東文化会館（!２３０―０１３４ !２３０―
０１３８）。
催しを行います。
■企画展「アール・ヌーヴォーを彩った
堺フィルハーモニー交響楽団
ミュシャ」
スプリング・コンサート
２月１４日まで開催中。企画展示室で。
出演は船曳圭一郎（指揮）、北口大輔
■企画展「念力歌ふぇ 笹公人作品展」
NHK E テレで連続ドラマ化された （チェロ）他。曲目はドボルザーク「序曲
」交響曲第９番ホ短調『新世界
歌集「念力家族」の作者である歌人・笹公 『謝肉祭』「
より』」など。
人の作品を展示します。
３月６日（日）、１４時開演、ソフィア・
３月１〜３１日、企画展示室で。
&開館時間"９〜１８時（入館は１７時３０ 堺（中区深井清水町１４２６）で。
前売券"堺市文化振興財団、栂・東文
分まで）。&休館日"２月１６日。&観覧
料（千利休茶の湯館・与謝野晶子記念館 化会館、アルテベル、ソフィア・堺など
共通）"一般３００円。高校生（高校生に相 で販売中。同財団で電話予約も可（!２２８
５００円。当日券は５００円増し。
当する年齢の方を含む）
２００円。小・中学 ―００５５）。１，
全席指定席。未就学児の入場はご遠慮く
生１００円。未就学児は無料。
ださい。
町家歴史館の催し
-同財団（!２２８―０４４０ !２２８―０１１５）。
町家歴史館山口家住宅（堺区錦之町東
１丁２―３１）・清学院（堺区北旅籠町西１
丁３―１３）では次の催しを行います。いず
れも別途、入館料が必要。
"堺緞通の展示
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体 験・イ ベ ン ト

春季堺文化財特別公開
４月１〜３日、堺が誇る貴重な文化財
を期間限定で公開します。期間中は花見
や、「歴史文化のまち堺」ならではの春の
趣を感じられる呈茶体験なども開催しま
す。
公開施設など詳しくは、来月号で紹介
「夕暮れの旧堺燈台」
します。また、３月上旬から市役所市政
「最後の名人」といわれた辻林峯太郎の 情報センター、区役所市政情報コーナ
手織緞通（だんつう）を展示します。
ー、堺東・堺駅・大仙公園観光案内所な
２月２２日まで山口家住宅・清学院で。 どにあるパンフレットか、堺観光コンベ
!!www.sa
"堺緞通手織実演
ンション協会ホームページ（http#
２月２０日（土）、１０〜１６時、山口家住宅 kai"tcb.or.jp!）でもご覧になれます。
-観光推進課（!２２８―７４９３ !２２８―
で。直接会場へ。
&開館時間"１０〜１７時（入館は１６時３０ ７３４２）。
分まで）。&休館日"２月２・９・１６・
堺っ子書道展
２３日。&入館料"２００円（山口家住宅）、
市内の小・中学生と海外の大学生の書
一般１００円（清学院）。中学生以下、６５歳
以上、障害のある方は無料。両館共通入 を約６００点展示します。
３月１２〜１８日（１２日は１４時から、１８日
館券は２５０円。-山口家住宅（!・!２２４―
１１５５）、清学院（!・!２２８―１５０１）か文化 は１６時まで）、市役所本館１階で。無
財課（!２２８―７１９８ !２２８―７２２８）。
料。直接会場へ。
-堺国際交流協会（!２２１―０００１ !２２３
「大阪交響楽団オーケストラの日コンサート」
―０００１）か学校企画課（!２２８―７４３６ !２２８
０歳児からの親子で楽しむオーケストラ
―７４２１）。
出演は柴田真郁（指揮）、山本かずみ
キッズサポートセンターさかい
（司会・歌）、大阪交響楽団。曲目はベー
子育て支援イベント
トーベン「交響曲第５番『運命』より第１
キッズサポートセンターさかい（堺タ
楽章」、チャイコフスキー「『白鳥の湖』よ

さかい

１８

カシマヤ#堺東駅前$９階）では次の催し
みなと堺グリーンひろば
を行います。いずれもわくわくプレイス
硬式野球場一般利用抽選会
で。無料。
４〜７月分を２月１７日（水）、９時３０分
!助産師による育児ひろば"助産師が
産後の母親と赤ちゃんの健康の相談に応 から家原大池体育館（西区家原寺町１丁
じます。２月６日、３月５日、１３〜１６ １８―１）で受け付け（１０時に抽選）。*登録
団体（登録の資格や方法はスポーツ施設
時。直接会場へ。.各１５組。
"子育てのおはなし会"「ほめて育て 課#!２２８―７５６７ !２２８―７４５４$へ。当日の
る効果的な子育て」をテーマに、褒め方 登録は不可）。直接会場へ。
-同館（!２７１―１７１８ !２７１―１７９３）か同
やコミュニケーションのコツを紹介しま
課。
す。２月１４日（日）、１１〜１２時。
#孫育て講座"昔と今の子育ての違い
親子サッカー体操
や最近の子育て事情について考えます。
サッカーの動きを取り入れた、親子で
講師は元黒山小学校校長・冨田久子さ
ん。２月１７日（水）、１１〜１２時。*孫のい 協力する体操を行います。
２月２０日（土）、
１０〜１１時、J―GREEN
る方、これから孫を迎える方など。
$絵本のおはなし会"２月２０日（土）、 堺（堺区築港八幡町１４５）で。*４〜６歳
４００円。
１４時３０分〜１５時。*小学生以下の子ども の子どもとその保護者。+１組１，
,受け付け中。'()で必要事項を J
とその保護者。直接会場へ。.２０組。
%父親のための子育て講座「パパの絵 ―GREEN 堺（!２２２―０１２３ !２２２―３３５５
j"green@s"ntc.jp）へ。.２０組。
本大作戦」"講師はファザーリングジャ
パン関西副理事長・和田憲明さん。２月
美原総合スポーツセンター
２１日（日）、１１〜１２時３０分。
施設２週間体験
,"#%は受け付け中。'(で氏名と
美原総合スポーツセンター（美原区小
電話番号を堺市つどい・交流のひろば
（!・!２３８―２０５０）へ。."１５人（子ども 平尾１１４１―１）のマシンジムやプール、ス
の同伴可）、#２５人、%１０人（子どもの同 タジオのレッスンプログラムなどを２週
伴可）。
間体験できます。
-同ひろばか子ども育成課（!２２８―
受付期間は２月１〜１３日（木曜日は休
７６１２ !２２８―８３４１）。
館）。*１６歳以上。+３，
７８０円（ペアの場
合は１人３，
２４０円）。直接会場へ。マシン
障害者作業所製品の展示販売
ジムを利用する場合は上靴、プールを利
障害のある方が作ったアクセサリーや 用する場合はスイムキャップ持参。
陶器、焼き菓子など、手作り品を販売し
-同センター（!３６９―０５７７ !３６９―
ているパッセの商品を展示販売します。 ０５７６）。
２月１６〜１９日、１０〜１７時４５分、市役所
サイクルセンターの催し
本館１階で。入場無料。直接会場へ。
"自転車博物館（堺区大仙中町１８―２）
-障害者支援課（!２２８―７５１０ !２２８―
８９１８）。
&特別展「創意工夫の折りたたみ自転
車展」"３月２１日まで。&手作りおもち
スポーツフェスティバル in 堺
ゃ教室「おひなさま」"２月１４日（日）、１０
小学生スポーツ教室
〜１５時。無料（入館料は必要）。直接会場
３月１２日（土）、金岡公園体育館（北区 へ。.５０人。
長曽根町１１７９―１８）を中心に開催する、ス
"自転車ひろば（大仙公園内）
ポーツフェスティバル in 堺で行う小学
&自転車乗り方教室"原則、土曜日と
生スポーツ教室の参加者を募集します。 第１・３・５日曜日、不定期の水曜日。
種目はバレーボール、野球、サッカ *５〜６０歳で身長１０５!以上。無料。要
ー、陸上、テニス、キッズダンス（午前 予約。&クラシック自転車のレプリカ体
のみ）、ラグビー（午後のみ）。初心者向 験試乗"２月１１・１４・２８日、１０〜１５時３０
け（!）は１０〜１２時。経験者向け（"）は１４ 分（２８日は１２時から）。雨天中止。&こど
〜１６時。*市内在住・在学・在クラブの も自転車安全教室と大仙公園サイクリン
!は小学１・２年生、"は小学３〜６年 グ"２月２８日（日）、９〜１２時。無料。要
生（キッズダンスとラグビーは小学生）。 予約。
+各５００円。
"サイクリング
,携帯電話かパソコンで電子メール（t
いずれも要予約。
"sfsakai@sg"m.jp）に空メールを送信し、
&自転車散歩 &マウンテンバイクツ
返信メールの案内に従って申し込んでく ーリング
ださい。締め切りは２月１２日。/各５０
日時、料金、休館日など詳しくはサイ
クルセンター（!２４３―３１９６ !２４４―４１１９）
人。
-堺市教育スポーツ振興事業団（!２９４ か、ものづくり支援課（!２２８―７５３４ !
―６１１１ !２３７―６００１）。
２２８―８８１６）へ。
電 子
メール

