催し

ガイド
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申し込み要領

9

月

記号の見方
時間は24時間表記
対 対象 費 費用 定員… 先 先着 選 選考
抽 多数の場合は抽選 問 問い合わせ先
申 申し込み方法 は はがき 往 往復はがき
電 電話 Ｆ FAX e 電子メール 郵 郵送
直 直接来館
（庁） HP ホームページ
シ 電子申請システム(http://www.city.sakai.
lg.jp/shisei/gyosei/it/denshishinsei/)

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。
①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
②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
③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
④２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

人権ふれあい
センター

号

文

陵西中学校

文

ちぬが丘
保健センター

旭ヶ丘北町

大仙西
小学校

国道

大仙西町
団地前

工業学校前

御陵通3丁

大阪和泉泉南線

大仙西町団地前
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広報

北

人権ふれあいセンター

〒590-0822 堺区協和町２丁61-１
総合事務室＝☎245-2525 FAX245-2535
舳 松 人 権 歴 史 館 ＝ ☎245-2536 FAX2452535
人権資料・図書室＝☎245-2534 FAX2452535
スポーツ・文化交流ホール＝☎244-8785
FAX244-4100
休館日＝９月５・12・26日（舳松人権歴
史館と人権資料・図書室は９月30日
も）

おはなし会
子ども向けに昔話の語り聞かせや絵本
の読み聞かせなどを行います。
９月10・24日、15時から１階ガイダン
スルームで。無料。直接会場へ。 各20
人。
人権資料・図書室。

トレーニング講座

参照）の受講者を募集します。
市内在住・在勤・在学の15歳以上の
方（ 中 学 生 を 除 く ）。 ※ 印 の 講 座 は
2,000円（ 全 ８ 回 ）。 そ れ 以 外 は4,000円
（全16回）。いずれも別途、教材費が必
要。
（返信用はがき持参〈月曜日を除
く〉）（１通１講座）で必要事項と講座名
（朝・昼・夜）を９月２〜８日（必着）にス
ポーツ・文化交流ホールへ。１人３講座
（同一内容の講座は１講座）まで。多数の
場合は抽選。
曜日

回数 定員

水墨画

講座名

火／朝

16回 24人

いけ花（昼）

火／昼

16回 24人

いけ花（夜）

火／夜

16回 24人

書道

火／朝

16回 24人

絵手紙

水／朝

16回 24人

ボールペン習字

水／昼

16回 24人

着物着付（昼）

水／昼

16回 20人

着物着付（夜）

水／夜

16回 20人

ハングル

水／昼

16回 36人

パソコン（夜）※

水／夜

８回 24人

きり絵

木／朝

16回 24人

中国語会話

木／昼

16回 24人

ヨーガ

金／朝

16回 40人

料理（朝）※

金（第１・３）／朝 ８回 24人

料理（夜）※

金（第１・３）／夜 ８回 24人

フラワーアレンジ※ 金（第２・４）／夜 ８回 24人
パソコン（昼）※

土／昼

８回 24人

朝…10：00〜12：00
昼…13：00〜15：00
夜…18：30〜20：30
（料理は、朝…10：00〜12：30 夜…18：30
〜21：00）

トレーニング室にある機器の使い方な
どを学びます。講座終了後は、市内の体
青少年交流講座
育館（原池公園・家原大池体育館、美原
サタデーキッズ
総合スポーツセンターを除く）のトレー
いずれも13時15分〜14時45分。 市内
ニング室を利用できます。
９月17日（土）、13時30分〜15時。 15 在住・在学の小学生。無料。
歳以上の方（中学生を除く）。 500円。
①来て、見て、楽しもう！ビックリ・
顔写真（2.5cm×２cm）、上靴持参。
ど っ き り マ ジ ッ ク シ ョ ー ＝ ９ 月24日
９月２日から でスポーツ・文化交 （土）。
流ホールへ。 20人。
②作って、遊ぼう！粘土で作るハロウ
ィン＝10月８日（土）。
文化交流講座
家族ふれあい教室
10月から開催する初心者向け講座（表
いずれも10〜11時30分。 市内在住・

平成28年（2016年）9月1日

在学の小・中学生とその保護者。
の入場はご遠慮ください。
③文化活動（ビーズ）＝フラワーリング
ハロウィン親子クッキング
を作ります。９月24日（土）。 １人600
シチュー、ピラフ、チーズミートパ
円。
④クッキング＝パンプキンケーキを作 イ、クッキーを作ります。
10月30日（ 日 ）、10〜13時。 小 学 生
ります。10月８日（土）。 １人200円。
９月２日から保護者が
でスポー （２人まで）とその保護者（１人）。 １人
ツ・文化交流ホールへ。 ①24人、②20 1,404円。
９月19日から
で。 25人。
人、③④各12組。

キッズダンススタジオ
ストリートダンスを踊ります。
10月１・15・29日、11月５・19日、13
時15分〜14時45分。 市内在住・在学の
小学生。 1,500円。
９月２日から保護者が
でスポー
ツ・文化交流ホールへ。 30人。

ソフィア・堺
中文化会館
中区深井清水町1426
☎270-8110 FAX270-8119
休館日＝９月５・12・26日（プラネタリ
ウムは９月６・７日も）

プラネタリウム
「堺星空館」
いずれも小学生以下は保護者同伴で。
各166人。
一般撮影
いずれも星空解説あり（「銀河鉄道の
夜」を除く）。 一般510円、４歳児〜中
学生250円。直接会場へ。
９月１・28日、15時30分からと17日、
13時30分、14時30分、15時30分からの投
影はありません。
リーベルタース天文台だより〜秋の
星座のものがたり〜＝土・日曜日、祝
日、13時30分から。火〜金曜日、10・13
時30分から（団体予約がない場合）。
ダイナソー DX＝土・日曜日、祝
日、12・14時30分・16時30分から。火〜
金曜日、11時15分（団体予約がない場合）
・15時30分から。
かいけつゾロリ 宇宙たんけん大さ
くせん＝土・日曜日、祝日、11・15時30
分から。火〜金曜日、14時30分から。
銀河鉄道の夜＝土・日曜日、祝日、
18時から。
天文講演会｢リレー講演 宇宙をめ
ざせ！｣
９月17日（土）、14時から。無料。
９月２日から
で。

映画
「あん」
出演は樹木希林、永瀬正敏、市原悦子
ほか。
９月25日（日）、10時30分・13時から。
前売券＝同館で販売中。800円。当日
券は200円増し。全席自由席。未就学児

青少年
センター
堺区柳之町西１丁３-19
☎229-5120 FAX228-5244
休館日＝９月５・12・19・26日

子育て講演会
｢乳幼児のことばの育み方｣
｢ことば｣をテーマに、言語聴覚士・加
藤義弘さんが話します。
10月６日（木）、10時45分〜12時15分。
妊婦や子育て中の保護者（子どもの同
伴可）。無料。
９月２日から必要事項と講演会名を
で。 30人。

青少年の家
南区片蔵32
☎292-0010 FAX292-3825
休館日＝９月５・12・19・26日

陶芸教室
９月10日、14〜16時（成形）、24日、14
〜15時（絵付け）。 小学生以上（小学生
は保護者同伴で）。 2,500円。
受け付け中。必要事項と年齢、学
で。 15人。
年、講座名を

子育て勉強会
｢乳幼児のことばの育み方｣
｢ことば｣をテーマに、言語聴覚士・加
藤義弘さんが話します。
９月28日（水）、13〜14時30分。 妊婦
や子育て中の保護者（子どもの同伴可）。
無料。
受け付け中。必要事項と勉強会名を
で。 50人。

２ウィークス秋の無料体験
９月15〜29日、体育、書道、チアリー
ディング、サッカー、英会話、ダンス、
プレスクールなどのプログラムを２回体
験できます。無料（一部、材料費が必
要）。
申し込み方法など詳しくは、青少年の
家へ。

