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みはら歴史博物館

堺市博物館

美原区黒山２８１ !３６２―２７３６ !３６２―
２２６０
)開館時間!９時３０分〜１７時１５分（入
館は１６時３０分まで） )休館日!１２月２
・９・１６・２３・２８日〜１月４日

堺区百舌鳥夕雲町２丁 大仙公園内 !
２４５―６２０１ !２４５―６２６３
)開館時間!９時３０分〜１７時１５分（入
館は１６時３０分まで） )休館日!１２月２
・９・１６・２３・２８日〜１月４日。)観覧
料!一般２００円。高校・大学生１００円。小
・中学生５０円。市内在住の６５歳以上、障
害のある方、市内在住・在学の小・中学
生は無料。

冬休みわくわく科学実験教室
１０円玉を実験でピカピカにします。
１２月２１日（土）、１３時３０分〜１５時３０分。
1小学生（３年生以下は保護者同伴で）。
無料。
3,-.0で参加者全員の8と学年を
１２月３〜１５日に同館へ。5３０人。

講座「世界遺産と堺」

いずれも１４〜１５時３０分、地階ホール
で。無料。直接会場へ。参加者多数の場
合、当日１３時から整理券を配布。5各
堺市博物館館長講演会
１００人。
「世界の文化をつなぐ博物館」
)陪塚から見る百舌鳥・古市古墳群の
１２月１５日（日）、１３時３０分〜１４時３０分。 価値!１月１２日（日）。
無料。直接会場へ。5２００人。
)百舌鳥古墳群の副葬品!１月１９日
１４時４５分〜１５時３０分、鐘つき体験も行 （日）。
います。

町家歴史館
山口家住宅"堺区錦之町東１丁２―３１
!・!２２４―１１５５
清学院"堺区北旅籠町西１丁３―１３ !
・!２２８―１５０１
)開館時間!１０〜１７時（入館は１６時３０
分まで） )休館日!１２月３・１０・１７・
２４・２９日〜１月３日 )入館料!一般
１００円（清学院）、２００円（山口家住宅）。中
学生以下、市内在住の６５歳以上、障害の
ある方は無料。両館共通入館券は２５０
円。

フェニーチェ堺

さかい利晶の杜
堺区宿院町西２丁１―１ !２６０―４３８６
!２６０―４７２５
)開館時間!９〜１８時（入館は１７時３０
分まで） )休館日!１２月１７・２９日〜１
月３日

個人向け茶室お点前体験
通常は１０人以上の団体予約が必要な本
格的な茶室でのお点前を、１人から体験
できます。
１２月１５日（日）、１０・１１時３０分・１３・１４
時３０分・１６時から約４５分。2大人５００
円、高校生（高校生に相当する年齢の方
を含む）
４００円、中学生以下３００円。要予
約。5各２０人。空きがあれば当日参加も
可。

知る、聴く、味わう茶の湯
茶の湯をテーマにした「茶の湯音頭」
を、三味線や琴、尺八で演奏します。
１月１８日（土）、１４〜１５時３０分。詳しく
は9参照。

１２月２９日（日）、１５時開演。ゲストは荘村
清志、coba。
前売券!sacay メイト9、堺市文化振
興財団チケットセンター（!０５７０―０８―
００８９
"ナビダイヤル#）などで販売。

「ローマの休日」全編上映
ライブ・コンサート

堺区翁橋町２丁１―１ !２２８―０４４０ !
２３２―０１１０
)年末年始の休館日!１２月２９日〜１月
３日（１２月２９・３１日、１月３日は公演時
間のみ開館）。

いずれも1小学生以上。全席指定席。
"カナディアン・ブラス結成５０周年記
念日本ツアー【写真】
世界で最も有名なブラスユニット。
２月２日（ 日 ）、１５時 開 演 。 2 一 般
３，
０００円から。販売中。
"ワシントン・ナショナル交響楽団、
諏訪内晶子（バイオリン）
３月７日（ 土 ）、１４時 開 演 。 2 一 般
５,０００円から。１２月１４日から販売（窓口は
１２月１６日から）。

前売券 販売中
いずれも1小学生以上。全席指定席。
"バーンスタイン's スペシャル・セレ
クション（大阪交響楽団）
１２月２２日（日）、１４時開演。 2 一 般
１，
０００円から。
"御喜美江アコーディオン・ソロ・リ
サイタル
１２月２５日（水）、１９時開演。 2 一 般
４，
０００円。
"武満徹ミニフェスティヴァル３日間
日本が世界に誇る作曲家・武満徹の音
楽作品が堪能できます。
０００円（窓口・!販売
2３日間通し券９，
のみ）、各日４，
０００円。
)武満徹 室 内 楽 名 品 選 !１２月２７日
（金）、１９時開演。
)西岡茂樹選抜指揮によるソング名品
選!１２月２８日（土）、１５時開演。
)武満徹の友人たちトーク＆ライブ!

日〜２６年４月１日に生まれた方。全９
６７５円。5５人。
回。2１万５，
%体内バランスを保つ気功太極拳!水
曜日、１９〜２０時３０分。全９回。2９，
９００
円。5１５人。
&しあわせ時間・スイーツづくり!木
曜日、１３時３０分〜１６時３０分。全３回。2
７，
５９０円。5５人。
'だれでもできる健康体操自彊（じき
ょう）術!土曜日、１４〜１５時３０分。全９
回。2９，
９００円。5１５人。
3１２月１７日から,-で。

堺 アルフォンス・ミュシャ館

新着公演

山口家住宅と清学院の展示
いずれも１２月４〜２３日。直接会場へ。
)山口家住宅!昆布と堺打刃物につい
て、生産過程のパネルや堺の職人による
製品を展示。
)清学院!修験道などにまつわる版木
などを展示。
4文化 財 課（ !２２８―７１９８ !２２８―
７２２８）。

市内の学校の先生や高校生、大学生、
協力団体の皆さんと一緒に科学に親し
み、科学の面白さや科学技術と日常の関
わりを、参加体験型の学習をとおして学
びます。
１月２６日（日）、１０〜１６時、ソフィア・
堺で。1小・中学生。小学生以下は保護
者同伴で。いずれも無料。
!サかイエンスラボ!おもしろ科学実 加者全員の氏名（ふりがな）・人数、プ
験、科学おもちゃづくり、ミニソーラー ラネタリウム観覧希望の場合は時間
カー乗車体験など。
（第２希望まで）、希望しない場合は
"楽しい科学実験ショー!１１・１４時か 「プラネタリウムなし」を１２月２０日（消
ら。
印有効）までに教育センターサかイエ
#堺星空館プラネタリウム無料投影! ンス係（〒５９９―８２７３ 中区深井清水町
９時３０分・１０時３０分・１１時３０分・１２時３０ １４２６ ソフィア・堺内 !２７０―８１２０
分・１３時３０分・１４時３０分・１５時３０分か !２７０―８１３０）へ。6!"合わせて１,４００
ら。
人、#各１６０人（!"も参加可）。
3+（１通１０人まで）で代表者の8と参
詳しくは教育センター9参照。

オーケストラの生演奏で、映画全編を
上映します。
１月１９日（日）、１４時開演。1小学生以
上。2Ｓ席７,０００円。Ａ席５,０００円。Ｓ席
５枚以上を同時購入で１枚につき１,０００
円引き。全席指定席。
前売券!フェニーチェ堺、東・栂文化
会館、アルテベルなどで販売中。
4堺市文化振興財団（!２２８―０８８０ !
２２８―０１１５）。

ソフィア・堺 中文化会館
中区深井清水町１４２６ !２７０―８１１０ !
２７０―８１１９
)休館日!月曜日（プラネタリウムは
１２月１０・１１日も）、１２月２９日〜１月４日
■プラネタリウム「堺星空館」
投影内容などはソフィア・堺9参照。

クリスマス親子ケーキづくり
１２月２１日（土）、１３時３０分〜１７時。1小
学生１人とその保護者１人。2３,０００円。
3受付中。,-で。5１２組。

長期講座（１〜３月期）
!骨盤ゆがみ修正で健康ダイエット!
火曜日、１４時４５分〜１６時。全９回。2
９，
９００円。5７人。
"きれいになる美パワーヨガ!火曜
日、１８時３０分〜１９時４５分。全９回。2
９，
９００円。5７人。
#アロハの心・ハワイアンフラ!水曜
日、１３〜１４時３０分（経験者コース）。１５〜
１６時３０分（初心者コース）。全９回。2各
９，
９００円。5各１０人。
$こどもアート〜絵画＆造形〜!水曜
日、１５時３０分〜１７時。1平成２１年４月２

〒５９０―００１４ 堺区田出井町１―２―２００
ベルマージュ堺弐番館内 !２２２―５５３３
!２２２―６８３３
mucha@sakai―bunshin.com
)開館時間!９時３０分〜１７時１５分（入
館は１６時３０分まで）。)休館日!１２月２
・９・１６・２３・２９日〜１月４日 )観覧
料!一般５１０円。高校・大学生３１０円。小
・中学生１００円。未就学児、市内在住の
６５歳以上、障害のある方と介助者は無
料。
電 子
メール

ミュシャ・ノエルコンサート２０１９
with ベルトゥッティ ルピナス
イングリッシュハンドベルによるコン
サート。
１２月２２日（日）、１３・１５時開演。2３００
円（別途、観覧料が必要）。
3受付中。8と参加人数（４人まで）、
希望時間を+.0で１２月１８日（必着）まで
に。5各８０人。

大仙公園日本庭園
堺区大仙中町 !・!２４７―３６７０
)開園時間!９時３０分〜１６時３０分（入
園は１６時まで）。１２月１日までは秋季夜
間特別開園のため、２０時（入園は１９時３０
分）まで。１２月１日、１６時３０分〜１７時は
一時閉園。
)休園日!月曜日、１２月２９日〜１月３
日
)入園料!一般２００円、小・中学生１００
円

剪定（せんてい）講習会
高木類の手入れの講習を行います。
１２月１８日（水）、
１０時３０分〜１２時、大仙公
園日本庭園（堺区大仙中町）で。1剪定の
初心者。2５００円（別途、入園料が必要）。
3１２月３日から-で。5１０人。

