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さかい

記号の見方

時間は２
４時間表記
)対象 *費用 定員…-先着 /選考
.多数の場合は抽選 ,問い合わせ先
+申し込み方法 'はがき #往復はがき
%電話 &FAX (電子メール "郵送
$直接来館（庁）0ホームページ
!電子申請システム(http://www.city.sakai.
lg.jp/shisei/gyosei/it/denshishinsei/)

平成２
８年（２
０
１
６年）
２月１日

水曜日。
)器械体操"!２月１９日〜３月１８日の
金曜日。
/受け付け中。*で。1各７０人（小学
生は各３０人まで）。

スイセン、ギョリュウバイ、ボケ

グリーンメッセ〜堺の冬物語〜

２月６・７日、「緑から文化へ」をテー
マに次のイベントなどを行います。いず
れも無料（一部有料）。直接会場へ。
B.T.DANCE スクール（鴨谷）
)キッズフリーマーケット!６日の
●
●
スポーツ全般の基本となる体幹を作り み。
ながら、さまざまなダンスの要素を取り
)みどりのマルシェ!１０〜１５時。
はがき、FAX で申し込む場合、特記のない限り以下に注意してください。
!必要事項
（郵便番号・住所、
氏名
【ふりがなも】
、
電話・FAX 番号）
を必ず記入
入れたフリースタイルダンスを踊りま
皇帝ダリアを挿し木で増やそう
"募集項目
（必要な場合は希望日時、コースなども）
を必ず記入
す。
#申し込みは１通につき１人１講座で同一講座への重複申し込みは不可
高さ５ｍにも育つ皇帝ダリアを育てて
２月７・１４・２１・２８日、!１７時３０分〜
$２人以上での申し込みが可能な場合は全員の必要事項を記入
１８時１５分（-３〜６歳）、"１８時３０分〜１９ みたい方に、穂木を差し上げます。
/２月２〜１６日に同センターにある応
時３０分（-小・中学生）。.!４，
３２０円、
募用紙で。2１００人。
プケーキを作ります。２月１３日（土）、１０ "５，
４００円。
〜１１時３０分。.１人２００円。"天体観測
/受け付け中。*で。1各３０人。
展示会
! 冬 の 星 座 を 観 察 し ま す 。 ２ 月１６日
金岡キッズ（金岡公園）
いずれも最終日は１６時まで。無料。直
（火）、１９〜２０時３０分。無料。#押し花!
スポーツの基本「走る」
「跳ぶ」
「投げる」 接会場へ。
押し花のキーホルダーを作ります。２月
)堺姉妹友好都市パネル展!２月６・
２７日（土）、１０〜１１時３０分。.１人５００ をテーマに、楽しみながら運動します。
大仙西町団地前
御陵通3丁
３月２４日、１４〜１７時、２５日、９〜１５ ７日。
円。
大仙西町
０００円。
)ウッドバーニング展!２月２５〜２８
/２月２日から保護者が*+で（*は 時。-小学生。.４，
団地前
北
26
/２月１３日〜３月１３日に*で。1８０ 日。
費用を持って）スポーツ・文化交流ホー
文 陵西中学校 文
人。
ルへ。1!#各１２組、"１８組。

申し込み要領

２

月

人権ふれあい
センター
工業学校前

旭ヶ丘北町

号

大阪和泉泉南線

大仙西
小学校

国道

ちぬが丘
保健センター

人権ふれあいセンター

堺区協和町２丁６１―１
総合事務室"!２４５―２５２５ !２４５―２５３５
舳松人権歴史館"!２４５―２５３６ !２４５―
２５３５
人権資料・図書室"!２４５―２５３４ !２４５―
２５３５
スポーツ・文化交流ホール"!２４４―８７８５
!２４４―４１００
休館日"２月１・８・１５・２２・２９日

おはなし会
子ども向けに昔話の語り聞かせや絵本
の読み聞かせなど。
２月１３・２７日、１５時から１階ガイダン
スルームで。無料。直接会場へ。1２０
人。
0人権資料・図書室。

青少年交流講座
"サタデーキッズ
いずれも１３時１５分〜１４時４５分。-市内
在住・在学の小学生。無料。
!粘土で作るお菓子のメモクリップ!
２月１３日（土）。"ストリートダンス!ス
トリートダンスを見て一緒に踊ります。
２月２７日（土）。
/２月２日から保護者が*+でスポー
ツ・文化交流ホールへ。1!２０人、"２４
人。

家族ふれあい教室
いずれも-市内在住・在学の小学生と
その保護者。
!クッキング!チョコチップ入りカッ

講習会

原池フェスタ（原池公園）

体 育 館
大浜"堺区大浜北町５丁７―１ !２２１―
２０８０ !２２１―９９８０ 休館日２月１日
原池公園"中区八田寺町３２０ !２７８―
１００４ !２７８―１０４４ 休館日２月２３日
初芝"東区野尻町２２１―４ !２８５―０００６
!２８５―７３１８ 休館日２月１５日
家原大池"西区家原寺町１丁１８―１ !
２７１―１７１８ !２７１―１７９３ 休館日２月２４
日
鴨谷"南区鴨谷台２丁４―１ !２９６―
１７１７ !２９４―１７６６ 休館日２月８日
金岡公園"北区長曽根町１１７９―１８ !２５４
―６６０１ !２５１―０５０９ 休館日２月２２日
美原"美原区多治井８７８―１ !３６１―４５１１
!３６１―４５１３ 休館日２月９日
美原 B&G 海洋センター"美原区阿弥
（美
３７７―１ !３６１―４５１１ !３６１―４５１３
原体育館） 休館日２月１６日
"障がいのある児童・生徒のための無
料開放
２月２７日（土）
（ 大浜・初芝・金岡公
園）、９〜１２時。詳しくは各館へ。

器械体操（大浜）
体操選手をめざす方や器械体操の競技
を続けている方のための専門的技術を習
得する教室です。いずれも１９〜２０時５０
分。-小学生以上。.一般３，
０００円。高
校生以下１，
５００円。
体験参加（有料）もできます。詳しくは
同館へ。
)器械体操!!２月１７日〜３月１６日の

いずれも１３時３０分〜１５時３０分。
幼児から高齢の方まで参加できる、さ
!樹木と対話する教室!２月４日
まざまなプログラムがあります。
（木）。無料。直接会場へ。
３月２７日（日）、９時から。
"ふれるガーデニング教室!２月１８日
費用や定員など詳しくは、同館へ。
（木）。無料。直接会場へ。
/２月９日から*で。
#キャンドル付アーティフィシャルフ
ラワーアレ ン ジ ! ２ 月２０日（ 土 ）。 .
こどもたいそう教室体験会
２，
０００円。
（美原）
$早春のサツキ盆栽の手入れ!２月２１
マット、トランポリン、鉄棒の３種目 日（日）。無料。
を体験します。
%ウッドバーニングでウエルカムボー
３月５日（土）、１３時３０分〜１４時４５分。 ドづくり!２月２８日（日）。.５００円。
-４歳以上の未就学児。.８００円。
&ツバキを描くパステルアート!３月
/２月１２日から*で。1２０人。
６日（日）。.１，
５００円。
'洋ランの育て方!３月６日（日）。.
スッキリヨガ（家原大池）
１，
５００円。
体を整え、リセットした状態でヨガの
(菊の作り方!３月１３日（日）。無料。
/#〜(は開催日２週間前から*+
ポーズを楽しみます。
２月２・９・１６・２３日、１０〜１１時１５ で。1各２０人。
分。-高校生以上。.１回６００円。直接
会場へ。1３５人。
事前登録が必要です（無料）。

青少年の家

堺市都市緑化
センター

南区片蔵３２
!２９２―００１０ !２９２―３８２５
休館日"２月１・８・１５・２２・２９日

堺区東上野芝町１丁４―３
陶芸教室
!２４７―０３１０ !２４７―１４９２
２月１３日（素焼き）、１４〜１６時、２７日
休館日"２月１・８・１５・２２・２９日
（１０〜１２時、１３〜 （うわ薬をつけて本焼き。２７日のみの参
緑の相談"!２４７―３９８７
１６時）
加不可）、１４〜１５時。-小学生以上（小学
開館時間"９時３０分〜１７時（入館は１６時 生は保護者同伴で）。.１３日のみ１，
５００
３０分まで）
円、両日２，
５００円。
"見ごろ情報 早咲きチューリップ、
/受け付け中。必要事項と年齢、学年
フクジュソウ、ジャノメエリカ、房咲き を*+,で。1１５人。

