広報

令和元年（２０１９年）
１２月１日

さかい

１８

図書館で本の世界を楽しもう！
堺歴史文化市民講座
天衣無縫 織田作之助

1１２月４日、１０時から*+,.で5を
美原図書館（ mito@city.sakai.lg.jp）へ。
3５０人。
電 子
メール

知的書評合戦
ビブリオバトル in さかい

絵本作家・鈴木のりたけさん
講演会（#）

北野田ゆか
おすすめの本の魅力を紹介し合いま
写真家・大西暢夫さん
りの作家・織
す。
講演会と写真展
田作之助につ
今回はテーマフリーで「ビブリオバト
いずれも無料。北区役所で。
いて、大阪教
ル全国大会 in いこま」の堺市代表を選出
(講演会!１月１２日（日）、１４〜１６時。 します。
育大学附属高
校教諭・宮川
1１２月１１日、１０時から*+で5を北図
１２月８日（日）、１４〜１５時３０分、中央図
書館へ。3４５人。
書館で。無料。観戦者は直接会場へ。3
康さんが話し
(写真展!１月８〜１９日、１０〜１７時 発表者６人、観戦者３０人。
ます。
１２月２２日 北野田の自宅前での
（８日は１４時から、１９日は１５時まで）。
1受付中。*+.で5を中央図書館
（日）、１４〜１６ 織田作之助（個人蔵）
（ chuuouto@city.sakai.lg.jp）へ。
ボランティアステップアップ講座
時、東文化会館で。無料。
絵本の世界を楽しもう
聞き手に伝わる、「声」の力
1１２月４日、１０時から*+,で5を東
絵本作家の講演会
図書館へ。3６０人。
お話を語る時の効果的な表現や発声の
仕方について学びます。
いずれも南図書館で。無料。
小説・異世界居酒屋「のぶ」
１月１５日、２月５日、１４〜１６時、ソフ
絵本作家・鈴木まもるさん
作家・蝉川夏哉さん講演会
ィア・堺（中区深井清水町１４２６）で。
講演会（"）
美原区出身のライトノベル作家・蝉川
/市内で読書に関わる活動をしている
夏哉さんが地元の思い出や小説家になっ おはなしボランティアで、２回とも参加
自作絵本と鳥の巣の話や「みずとはな
た経験などを話します。
可能な方。
んじゃ？」の作者・加古里子さんとの話
１２月２２日（日）、１４〜１５時、美原区役所
1１２月２５日、１０時から*+で5を中図 をします。
で。無料。
書館へ。3５０人。
１２月７日（土）、１３時３０分〜１６時３０分。
電 子
メール

絵本ができるまでの話やミニワークシ
ョップを行います。
２月９日（日）、１３時３０分〜１５時１５分。
1#は受付中、$は１２月２０日から+.
で5をキッズパル（岩本 !２９２―７１４０
attatosa.kids.2016@gmail.com）へ。3#
６０人、$５０人。
電 子
メール

図書館名
中央

所在地・電話・FAX
堺区大仙中町１８―１
!２４４―３８１１ !２４４―３３２１

中

中区深井清水町１４２６ ソフィア・堺内
!２７０―８１４０ !２７０―８１４９

東

北野田駅前
!２３５―１３４５ !２３６―１５１７

南

泉ケ丘駅前
!２９４―０１２３ !２９８―０５９７

北

北区役所内
!２５８―６８５０ !２５８―６８５１

美原

美原区黒山１６７―１４
!３６９―１１６６ !３６９―１１６８

■年末年始の休館日
１２月２９日〜１月３日

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

国際交流プラザ
〒５９０―００７７ 堺区中瓦町１丁４―２４ !
３４０―１０９０ !３４０―１０９１

中国文化講座・中国語講座
テキスト「新版・標準中国語（基礎編）」
（白帝社）を使って、中国人講師が指導し
ます。
１月７日〜３月２４日の火曜日（１月２８
日、２月１１日を除く）、１８時３０分〜２０
時。0１万５，
０００円（別途、テキスト代が
必要）。
1),.で5と講座名を１２月２０日（必
着）までに堺日中友好協会事務局（国際交
sca@sakai!sfc!council.co
流プラザ内
m）へ。3３０人。
電 子
メール

Kiwi English
（英語講座）
ニュージーランド出身の講師が高校レ
ベルの英会話を指導し、日本人アシスタ
ントがサポートします。
１月１６日〜３月１９日の木曜日、１８時３０
分〜２０時。0１万６，
０００円。
1),.で5と講座名を１２月２０日（必
着）までに堺ウェリントン協会事務局（国
際交流プラザ内
swa@sakai!sfc!counci
l.com）へ。4２０人。
電 子
メール

講 習・講 演
近畿歴史まちづくりサミット in 堺
歴史文化を生かしたまちづくりについ
てサミットを行います。茶の湯体験やパ
ネル展もあり。
２月１日（土）、１１時４５分〜１６時、フェ
ニーチェ堺（堺区翁橋町２丁１―１）で。
無料。
(基調講演!「世界遺産登録を契機と
したまちづくりの展望」をテーマに、京
都府立大学副学長・宗田好史さんが話し
ます。
(パネルディスカッション!「歴史文
化遺産を守り・育む・まちづくり」をテ
ーマに、滋賀県彦根市長、京都府宇治市

長、和歌山県広川町長・高野町長、堺市
長が話します。
1受付中。+,で5を文化財課（!２２８
―７１９８ !２２８―７２２８）へ。3２５０人。

さかい男女共同参画週間
講演会やワークショップなど
あらゆる分野で男女が対等に参画でき
る男女共同参画社会の実現をめざし、１
月１８〜２５日を「さかい男女共同参画週間」
として次の催しを行います。
いずれもサンスクエア堺（堺市駅前）
で。無料。託児あり（/２歳以上の未就
学児。１月１０日までに要予約。3各５人）。
(講演「人
生１００年時代
の生き方〜仕
事も私生活も
イキイキと
〜」!講師は
実業家・和田
裕美【写真】さ
ん。堺チアリーディングクラブ MARIN
E に よ る 公 演 も あ り ま す 。 １ 月１８日
（土）、１４〜１６時。手話通訳・要約筆記あ
り。3４００人。
(ワークショップ「男女共同参画の視
点からの防災対策について考えよう」!
講師はプラスワン防災・坂本真理さん。
１月１９日（日）、１０〜１２時。3９０人。
(「女性活躍に向けた意識改革〜働く
男性が今できることは？〜」!講師は２１
世紀職業財団・森仁美さん。１月２２日
（水）、１４〜１６時。3５０人。
1１２月２日から+,-.'で5と催し
名、託児の有無（子どもの氏名、年齢も）
を、男女共同参画推進課（〒５９０―８５０１
"住
d
所不要# !２２８―７４０８ !２２８―８０７０
anjokyo@city.sakai.lg.jp）へ。
電 子
メール

関西大学との地域連携講座

時５０分〜１７時。直接会場へ。
$さかい発 ひろがる子ども食堂の輪
!講師はむすびえ理事長・湯浅誠さん。
１月１８日（土）、１４〜１７時、堺市総合福祉
会館（堺区南瓦町２―１）６階ホールで。
3４５０人。
%声はずむ堺のまち「堺の観光と世界
遺産」!講師は元大阪府立高校教員・北
村修治さんほか。１月２５日（土）、１３〜１６
時。4８０人。
&新しいあそびの場〜フライングディ
スクを使った遊びやサッカーなど!講師
は関西大学教授・村川治彦さん。１月２６
日（日）、１０〜１２時。/市内在住の小学生
（１〜３年生は保護者同伴で）。4２０人。
1$は+,.で堺市社会福祉協議会
（ !２３２―５４２０ !２２１―７４０９
chiikifukushika@sakai―syakyo.net）へ。%&
は,-.で5と講座名を１月１０日（必着）
までに関西大学堺キャンパス事務室地域
連携担当（〒５９０―８５１５ 堺区香ヶ丘町１
s
丁１１―１ !２２９―５０２４ !２２９―５０８２
akai!info@ml.kandai.jp）へ。
2同事務室か企画部連携推進担当（!
２２２―０３８０ !２２２―９６９４）。
電 子
メール

電 子
メール

生涯学習市民講座 歌声サロン
口腔ケアのための体操で身体をほぐし
て、懐かしい歌を一緒に歌いましょう。
講師は、音楽療法士・後藤寿美子さん。
１２月２１日（土）、１４〜１５時３０分、栂文化
会館（栂・美木多駅前）で。0３００円。
1,-.で5と講座名を１２月２〜１７日
（必着）に生涯学習交流サロン（〒５９１―
８０２２ 北区金岡町１０８９―１ 金岡公民館
情報ラウンジ内 !・!２５８―３３３３
m
anabi@muse.ocn.ne.jp）へ。3４０人。
2同サロンか生涯学習課（!２２８―７６３１
!２２８―８０７０）。
電 子
メール

シニアの生きがいを作る SS 塾
切り絵で年賀状にチャレンジ

いずれも関西大学堺キャンパスで。/
１２月１４日（土）、１０時から、堺市産業振
市内在住の方。無料。
#堺市中小企業フォーラム「会社の発 興センター（中百舌鳥駅前）で。0５００円
展は社員の幸せから」!天彦産業代表取 （材料費込み）。細身カッター持参。
締役社長・樋口友夫さんによる講演のほ
1+,.で5を１２月１３日（必着）までに
ss!club@s
か、パネルディスカッション「堺市の中 SS 倶楽部（!・!２３２―００２９
小企業の活性化と生産性の向上に何が必 s!ouendan.jp）か長寿支援課（!２２８―８３４７
要か"」を行います。１月１１日（土）、１３
!２２８―８９１８）へ。3４０人。
電 子
メール

堺コッカラ体操
リーダー養成講座（初級編）

認知症や介護予防に効果がある堺市版
介護予防体操「堺コッカラ体操」
【写真】を
学びます。
１月１７・２７日、２月５・１０・２６日、３
月１６日（全６回）、１４〜１６時、中保健セン
ターで。/指導者として地域で普及活動
ができる方で、今までに受講したことの
ない方。無料。
1１２月４日から+で地域包括ケア推進
課（!２２８―０３７５ !２２８―８９１８）へ。3３０
人。

市民向け手話講座
手話で簡単な会話ができることをめざ
す入門講座です。
１月下旬〜３月、１０〜１１時３０分か１８時
３０分〜２０時（全５回）、健康福祉プラザ
（堺区旭ヶ丘中町４丁３―１）などで。/
市内在住・在勤・在学で、初めて手話を
学ぶ方。無料。直接会場へ。
開催日などは、同プラザ6か、同プラ
ザ視覚・聴覚障害者センター、区役所地
域福祉課にあるチラシ参照。
2同プラザ視覚・聴覚障害者センター
（!２７５―５０２４ !２４３―２２２２）。

保護者セミナー「働きたい」
「働きたくない」若者のホンネ
堺市ユースサポートセンター職員と若
者当事者などが対談します。
１月１９日（日）、１３〜１５時、堺市産業振
興センター（中百舌鳥駅前）で。/子ども
の就労が気になる保護者の方や若者支援
機関の方。無料。
1受付中。+,で5を１月１６日までに
堺市ユースサポートセンター（!２４８―
２５１８ !２４８―０７２３）へ。3５０人。
2子ども家庭課（!２２８―７３３１ !２２８―
８３４１）。

