広報

令和元年（２０１９年）
１２月１日

体 験・イ ベ ン ト
障害のある方が作った製品を
買いに行こう
障害のある方が作ったアクセサリーや
陶器、焼き菓子などを販売するパッセの
市庁舎バザーを開催します。クリスマス
限定品や北欧雑貨などもあります。
１２月１７〜２０日、９時３０分〜１８時、市役
所本館１階エントランスで。
*障害者支援課（!２２８―７５１０ !２２８―
８９１８）。

VIEW21コンサート
「『アイーダ』プレゼンテーション２」と
題した歌のコンサートを行います。出演
は堺シティオペラ。
１２月１３日（金）、１２時１０分から市役所高
層館２１階展望ロビーで。無料。直接会場
へ。
*文化課（!２２８―７１４３ !２２８―８１７４）。

信太山自衛隊音楽まつり
駐屯地音楽隊や信太菊水太鼓隊、ラッ
パドリル隊などが演奏します。
１２月２０日（金）、１８時３０分〜２０時３０分、
アプラホール高石（高石駅前）で。無料。
直接会場へ。+６００人。来場には公共交
通機関をご利用ください。
*陸上自衛隊信太山駐屯地（!０７２５―４１
―００９０）か危機管理課（!２２８―７６０５ !２２２
―７３３９）。

生涯学習交流まつり
スプリングフェスティバル 出演者募集
５月３０日（土）、フェニーチェ堺（堺区
翁橋町２丁１―１）で開催するスプリング
フェスティバルで音楽やダンスなどの舞
台発表を行うグループを募集します。
(主に市内在住・在勤で構成され、同
フェスティバルの運営に協力していただ
ける５人以上のグループ。２月９日（日）
の説明会への参加が必要。参加費２万
円。
)%&'で代表者の-とグループ名、
出演内容を、１月１０日（必着）までに生涯
学習交流サロン「生涯学習交流まつり」係
（〒５９１―８０２２ 北区金岡町１０８９―１ 金岡
公民館内 !・!２５８―３３３３
manabi@
muse.ocn.ne.jp）へ。,５グループ程度。
*同サロンか生涯学習課（!２２８―７６３１
!２２８―８０７０）。
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茶山台団地「DIY のいえ」を利用しよう
本格的な工具の使用や DIY の相談が
できます。
１２月７・８・１４・１５・２１・２２日、１０〜

さかい

１７時、大阪府住宅供給公社茶山台団地
１６棟１０１・１０２号室
（南区茶山台２丁１）
で。無料。直接会場へ。
詳しくはツイッター「DIY のいえ 茶
山台」参照。
*カザールホーム（!０１２０―４５―８５４０）か
ニュータウン地域再生室（!２２８―７５３０
!２２８―６８２４）。

まちかど保健室
「高齢者の日常生活における注意点」を
テーマに健康や食事に関するセミナーを
行うほか、健康チェックや健康相談など
を行います。
１２月１４日（土）、１０〜１２時、茶山台とし
ょかん（南区茶山台２丁１ 大阪府住宅
供給公社茶山台団地１９棟集会所内）で。
無料。直接会場へ。
*ニュータウン地域再生室（!２２８―
７５３０ !２２８―６８２４）。

１６

障害者週間フェスティバル
１２月３〜９日は障害者週間です。障害のある方の福祉
について関心を深め、障害のある方の社会参加への意欲
を高めるため、障害者週間フェスティバルを行います。
１２月７日（土）、１０〜１６時、健康福祉プラザ（堺区旭ヶ
丘中町４丁３―１）で。入場無料。直接会場へ。
!見えない・見えにくい・聞こえない・聞こえにくい
方に活用してもらえる機器の展示と体験
!バリアフリー映画上映
!元オリンピック選手・千葉すずさん【写真】による水
泳指導
!「心の輪を広げる体験作文」
「障害者週間のポスター」入選作品の表彰式
!触手話体験や視野狭さく体験などの体験コーナー
*同プラザ市民交流センター（!２７５―５０１７ !２４３―０３３０）か障害施策推進課（!
２２８―７８１８ !２２８―８９１８）。

れる電話番号、開催日現在の妊娠週数、
「１月１２日パパの育児教室希望」、手話通
訳が必要な方はその旨を、１２月１７日（消
介護予防のため、運動指導員による筋 印有効）までに子ども育成課（〒５９０―８５０１
力トレーニングなどを行います。
"住所不要# !２２８―７６１２ !２２８―８３４１）
１〜３月、市内の老人福祉センター へ。,１１０組。
で。(６５歳以上で、要支援・要介護認定
ベビープログラムで
を受けていない方。無料。
子育て仲間を作りませんか
)#$%で-と年齢を、堺・中・西・
初めて子育てする参加者同士で悩みな
美原老人福祉センターは１２月２〜６日、
東・南・北老人福祉センターは１２月９〜 どを話し合い、テキストと DVD を使い
１３日に地域包括ケア推進課（!２２８―０３７５ ながら子育てについて学びます。
１月１６・２３・３０日、２月６日（全４
!２２８―８９１８）へ。,各２０人。
回）、１３時３０分〜１５時３０分、美原保健セ
堺市幼小中美術展
ンターで。(１月１６日現在、生後２〜５
市立幼稚園、小・中学校の子どもたち カ月の第１子の母親。無料。
)受付中。$で１月１０日までにリーフ
の水彩画など約４５０点を展示します。
１２月６〜８日、９時３０分〜１７時（８日 （!２５２―３５２１）へ。+１５組。
は１４時まで）、文化館（堺市駅前 ベルマ
ージュ堺弐番館内）で。無料。直接会場
キッズサポートセンターさかい
へ。
子育てイベント
*学校指導課（!２２８―７４３６ !２２８―
７４２１）。
いずれもキッズサポートセンターさか
い（堺タカシマヤ"堺東駅前#９階）で。

*リーフか子ども家庭課（!２２８―７３３１
!２２８―８３４１）。

げんきあっぷ教室

パパの育児教室

場所

男性が妊娠や子育てについて理解し、
家族で協力して子育てができるよう、も
く浴体験や妊婦疑似体験などを行いま
す。
１月１２日（日）、１３〜１６時、堺市総合福
祉会館（堺区南瓦町２―１）で。(市内在
住で初めて父母になる方（開催日現在、
妊娠週数３５週までの方）。無料。
)"（１通１組）で-と昼間に連絡の取
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催し名

日程

堺エコロジー大学連携講座
竹林の環境学習と正月飾り
竹林の環境について学び、竹を使った
正月飾りを作ります。
１２月１６日（月）、１０〜１１時４５分、堺市総
合福祉会館（堺区南瓦町２―１）で。(１８
歳以上。無料。
)"（１人１通）で-を、１２月６日（必
着）までにさかい環境学習クラブ（〒５９０―
０１１３ 南区晴美台２丁１８―９）へ。,２０
人。この他の講座などは、堺エコロジー
大学.参照。
*同クラブ（塩谷 !０９０―８５３８―４４８２
!２９７―９０３０）か環境政策課（!２２８―３９８２
!２２８―７０６３）。
内容は表のとおり。
)$%で-と催し名を堺市つどい・交
流のひろば（!・!２３８―２０５０）へ。
*同ひろばか子ども育成課（!２２８―
７６１２ !２２８―８３４１）。

時間

対象

費用

妊婦と産後の母
助産師による育児ひ １２／７
１３：００〜１６：００
親・乳児
１／８
ろば※
絵本のおはなし会
ベビーマッサージ

１２／２１ １４：３０〜１５：００ １２歳児以下
１２／２７

１１：００〜１１：４５
１０カ月児以下
１２：３０〜１３：１５

申し込み
不要
+各１５組

無料

不要
+２０組
必要
+各５組

１１：００〜１１：３０
クリスマス音楽イベ
１２／２５
１４：００〜１４：３０
ント
お誕生日会

１２／４ １４：３０〜１５：００ １２歳児以下

身体測定の日

１２／６ １４：３０〜１５：００

プレキドキド

１２／１０ １１：３０〜１２：３０ ３〜５カ月児

不要

有料

１１：３０〜１２：００
クリスマス音楽イベ
１２／２５
１２歳児以下
１４：３０〜１５：００
ント

※１／２０ １３：００〜１６：００ 中保健センターでも開催

必要
+５組
不要

