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新機能を搭載した新消防艇「茅海（ぼう
かい）【
」写真】の放水演技や、新旧消防艇
２隻と大阪市消防局の消防艇「ゆうなぎ」
による一斉放水などを行います。
１０月２１日（土）、１０〜１１時２０分、堺泉北
港堺２区基幹的広域防災拠点（堺区匠町
３―２）で。無料。直接会場へ。
来場には公共交通機関をご利用くださ
い。
+警防課（!２３８―６０４７ !２３８―７７９１）。

緑化祭
緑化に貢献した方の表彰式の他、緑化
活動団体の紹介や緑の物品販売、クラフ
ト教室、模擬店、コンサート、親子ファ
ッションショー、気球体験などを行いま
す。１０月２２日（日）、１０〜１６時、大仙公園
（堺区百舌鳥夕雲町２丁）催し広場で。入
場無料。直接会場へ。
+堺市公園協会（!２４５―００７０ !２４５―
００６９）。
"関連イベント「公園のいきもの観察
会」
大阪府立大学から専門家を招いて、バ
ッタなどの昆虫を捕って写真撮影を行い
ます。
同日、!１３〜１４時、"１４時４５分〜１５時
４５分、大仙公園で。(小学生とその保護
者（１組３人まで）。無料。カメラ（スマ
ホ可）持参。参加には堺いきもの情報館
!!www.sakai"ikimono.j
ホームページ（http#
p!）からメンバー登録が必要。
*'で必要事項と年齢、!か"を１０月
１３日、１５時までに環境共生課（!２２８―
７４４０ !２２８―７３１７
kankyo@city.sakai.l
g.jp）へ。-各１０人。
電 子
メール

のびやか健康館を一部閉鎖
のびやか健康館（北区金岡町２７６０―１）
は工事のため、２階テニス＆フットサル
コートは来年２月まで、浴場は１１月１日
〜１２月末、シャワーコーナーは来年１月
のみ閉鎖します。
+同館（!２４６―５０５１ !２４６―５０４１）か環
境事業管 理 課（ !２２８―７４７８ !２２９―
４４５４）。

さかい
トラックフェスタ２０１７・交通フェア

"自転車博物館（堺区大仙中町１８―２）
「トラックは生活と経済のライフライ
#特別展「イタリアン自転車展」"来年 ン」をテーマに、交通安全体験コーナー
３月２５日まで。#手作りおもちゃ教室 やステージイベント、スタンプラリー、
「すてきな音をならしましょう」"１０月８ 大抽選会などを行います。
日（日）、１０〜１５時。無料（入館料は必
１０月２２日（日）、１１〜１６時３０分、大浜公
要）。直接会場へ。,５０人。
園（堺区大浜北町４・５丁）で。入場無
"自転車ひろば（大仙公園内）
料。直接会場へ。雨天決行。なお、駐車
#自転車乗り方教室"原則、土曜日と 場がありませんので、来場には公共交通
第１・３・５日曜日。(５〜６０歳で身長 機関をご利用ください。
１０５!以上の方。無料。要予約。#自転
+大阪府トラック協会（!０６―６９６５―
車メンテナ ン ス セ ミ ナ ー "１０月２９日 ４０００ !０６―６９６５―４０３９）か自転車企画推
（日）、９〜１２時。無料。要予約。#クラ 進課（!２２８―７６３６ !２２８―０２２０）。
シック自転車のレプリカ体験試乗"１０月
堺千年の森クラブ
８・９・１５・２２日、１０〜１５時３０分（２２日
秋のどんぐり拾いイベント
は１２時から）。雨天中止。#こども自転
自然観察をしながら、どんぐりを拾い
車安全教室と大仙公園サイクリング"１０
月２２日（日）、９〜１２時。無料。要予約。 ます。どんぐりの植え付けやクラフト体
験なども行います。
"サイクリング
１１月３日（祝日）、１３〜１６時、堺市都市
いずれも要予約。
緑化センター（堺区東上野芝町１丁４―
#自転車散歩 #健康サイクリング
*サイクルセンターホームページ（htt ３）温室前で集合、解散。無料。直接会
p#
!!www. bikemuse. jp!）か 同 セ ン タ ー 受 付 場へ。,５０組。
で。
+堺市公園協会（!２４５―００７０ !２４５―
日時や料金、休館日など詳しくは、同 ００６９）。
センター（!２４３―３１９６ !２４４―４１１９）か、
ガシ横マーケット＆堺東雑貨村
ものづくり支援課（!２２８―７５３４ !２２８―
８８１６）へ。
手作り雑貨や堺で作られた線香などの
販売、手作り体験を行います。
みのりだキャンプ
１０月１４日、１３〜１８時、大小路筋で。１５
小学１年生から参加できる宿泊キャン 日、１０〜１５時３０分、堺東商店街、大小路
プで、夏とは違った活動を楽しめます。 筋で。入場無料。直接会場へ。出店者も
１１月１１・１２日（１泊２日）、信太山青少 随時募集しています。
年野外活動センター（和泉市伯太町）で。
"ペーパークラフトバンドで作るパン
市役所で、１１日、１４時集合、１２日、１５時 プキンバケツ作り体験
ごろ解散。(市内在住・在学の小学生。
１０月１５日（日）、堺東商店街で。)３００
)８，
０００円。
円。直接会場へ。,１０人。
*&（１通１人、兄弟姉妹は連名可）%
+ガシ横マーケット・プラス事務局
で必要事項と学校名、学年、性別、保護 （!０９０―６２４２―２７７０）か商業流通課（!２２８―
者氏名、キャンプ名を１０月２３日（必着）ま ８８１４ !２２８―８８１６）。
でに堺市青少年活動振興協会事務局（〒
みなと堺グリーンひろば
５９０―００７８ 堺区南瓦町３―１ 子ども育
硬式野球場一般利用抽選会
成課内 !２２８―７４５７ !２２８―８３４１）へ。
１２月〜来年３月分を１０月１８日（水）、９
-４０人。
時３０分から家原大池体育館（西区家原寺
こどものつどい
町１丁１８―１）で受け付け（１０時に抽選）。
みんな集まれ!日高大集合
(登録団体（登録の資格や方法はスポー
秋の日高でロープを使ったテント設営 ツ施設課#!２２８―７５６７ !２２８―７４５４$へ。
や火付け体験、天体観測などをします。 当日の登録は不可）。直接会場へ。
１１月１１・１２日（１泊２日）、日高少年自
+同館（!２７１―１７１８ !２７１―１７９３）か同
然の家（和歌山県日高郡日高町）で。１１ 課。
日、堺東駅前（８時４５分）、三国ヶ丘駅前
全日本女子相撲選手権大会
（９時）、泉ケ丘駅前（９時４５分）集合、１２
１０月１５日（日）、９時３０分から大浜公園
日、泉ケ丘駅前（１５時）、三国ヶ丘駅前
（１５時４５分）、堺東駅前（１６時）解散。(市 相撲場（堺区大浜北町４丁）で。無料。直
内在住・在学の小学５年生〜中学生。) 接会場へ。小・中学生対象の全国大会も
同時開催されます。
１万８００円。
+日本女子相撲連盟（!・!０６―６７０７―
*１０月４日、１０時から$%で必要事項
４６７８）かスポーツ推進課（!２２８―７４３７ !
を日高少年自然の家（!０７３８―６４―２８７１
!０７３８―６４―２５７９）へ。,３０人。
２２８―７４５４）。

１６
正しい歩き方教室

正しい姿勢で美しく歩くための体操
【写真】を行います。
１１月１８日（土）、１０〜１１時３０分、サンス
クエア堺（堺市駅前）で。無料。
*$%&で必要事項と教室名を１１月２
日（必着）までにスポーツ推進課（〒５９０―
００７８ 堺区南瓦町３―１ !２２８―７４３７
!２２８―７４５４）へ。-３０人。

大仙公園日本庭園の催し
大仙公園日本庭園（堺区大仙中町）では
次の催しを行います。
"夜間特別開園「観月」
ライトアップを行います。１０月６〜９
日、１７〜２１時（入園は２０時３０分まで。９
日は１７時３０分から）。
"観月茶会
亭主は表千家同門会大阪支部。
１０月８日（日）、１８〜１９時３０分。)６００
円（別途、入園料が必要）。同園で販売
中。,５０人。
"観月演奏会
「GMT」による雅楽の演奏会。
１０月９日（祝日）、１８時３０分〜２０時。無
料（入園料は必要）。直接会場へ。
"菊花大会
大菊や小菊盆栽などを展示します。
１０月２１日〜１１月１８日。なお、１１月３〜
５日は菊花切花展を開催します。無料
（入園料は必要）。
#開園時間"１０月は９〜１７時（入園は
１６時３０分まで）。１１月は９時３０分〜１６時
３０分（入園は１６時まで）。#休園日"月曜
日（祝日の場合は翌日）。#入園料"一般
２００円。小・中学生１００円。６５歳以上、障
害のある方（いずれも証明証が必要）は無
料。
+同園管理事務所（!・!２４７―３６７０）。

堺浜ふれあいビーチで清掃活動
堺浜ふれあいビーチ（堺区築港八幡町
１）周辺の清掃活動「コスモ アースコン
シャス アクト クリーン・キャンペー
ン in 堺」の参加者を募集します。
１０月２２日（日）、１０〜１３時。無料。荒天
時は１０月２９日（日）に延期。
申し込み方法など詳しくは、市ホーム
ページ（アドレスは１ページ参照）でご覧
になれます。,４００人。
+FM 大阪事業部（!０６―４３９６―０８５６）か
臨海整備課（!２２８―８０３３ !２２８―８０３４）。

