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団地前
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小学校

国道
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御陵通三丁

大阪和泉泉南線

大仙西町団地前

さかい

北

人権ふれあいセンター

堺区協和町２丁６１―１
総合事務室
!２４５―２５２５
!２４５―２５３５
人権資料・図書室 !２４５―２５３４

く）、１３時３０分〜１５時。
%包丁研ぎ直し!土・日曜日（１２月２８
・２９日を除く）、１１〜１２時、１３〜１５時。
%和菓子づくり!１２月８・２２日、１３時
３０分〜１５時。
%お香づくり!１２月１４・２８日、１３時３０
分〜１５時。

吉例福袋を販売
吉例福袋を１月４日から販売します。
なくなり次第終了。

包丁研ぎ方教室

スポーツ・文化交流ホール !２４４―８７８５
（申込受付は９時３０分から） !２４４―４１００

%休館日!１２月２・９・１６・２９日〜１
月３日

青少年交流講座 トライキッズ

家族ふれあい教室

堺伝統産業会館
〒５９０―０９４１ 堺区材木町西１丁１―３０
!２２７―１００１ !２２７―５００６
%開館時間!１０〜１７時
%休館日!１２月２９日〜１月３日

伝統産業の実演
いずれも見学無料。
%包丁研ぎ!金曜日（１２月２７日を除

年間専用使用を受け付け
４月１日〜令和３年３月３１日に大会を
予定している団体の専用使用を、次の日
程で受け付けます（受付時間は９〜２１
時）。
申込方法などは、１２月１日（大浜は１２
月３日）から、各館や各館5にある申込
書参照。
%大浜!１２月３〜８日。
%原池公園!１２月１〜５日。抽選日は
１２月６日（金）。１２月７日（土）に当選者の
み連絡。
%初芝!１２月 １ 〜 ５ 日 。１２月 ９ 日
（月）、１９時から調整会。
%家原大池!１２月１〜６日、１２時ま
で。１２月８日（日）、１９時から調整会。
%鴨谷!１２月 １ 〜 ５ 日 。１２月 ８ 日
（日）、１０時から調整会。
%金岡公園!１２月１〜４日。１２月８日
（日）、１９時から調整会。陸上競技場につ
いては同館へ。
%美原!１２月１〜７日、１７時まで。

こどもたいそう教室（美原）

いずれも-市内在住・在学の小・中学
１２月１９日（木）、!１３〜１４時３０分、"１５
生。無料。
〜１６時３０分。.各１，
０００円。包丁２丁持
%習字!１２月２６日（木）、１３時１５分〜１４ 参。
/'（１通１人）で4と!か"を、１２月
時４５分。
%ブロック折り紙とクラフトテープで １０日（必着）までに堺刃物商工業協同組合
作るおひなさま!１月１１日（土）、１３時１５ 連合会（堺伝統産業会館内 !２３３―０１１８）
へ。2各１６人。
分〜１４時４５分。
/１２月３日から保護者が()でスポー
0同連合会か堺市産業振興センター
（!２５５―１２２３ !２５５―５２００）。
ツ・文化交流ホールへ。1各２０人。

肉まんを作りま
す。
１月１１日（土）、
１０〜１１時３０分。市内在住・在学の
小・中学生とその
保 護 者（ ２ 人 １
組 ）。 . １ 人４００
円。
/保護者が()で１２月３〜１０日にスポ
ーツ・文化交流ホールへ。2１２組。

■障害のある児童・生徒のための無料開
放（大浜・初芝・金岡公園）
いずれも１２月２８日（土）、９〜１２時。

体育館
※申込方法や費用などは、各館へ。
館名

所在地・電話・FAX

休館

大浜

堺区大浜北町５丁７―１ １２月
!２２１―２０８０ !２２１―９９８０ ２日

原池
公園

中区八田寺町３２０
２４日
!２７８―１００４ !２７８―１０４４

初芝

東区野尻町２２１―４
１６日
!２８５―０００６ !２８５―７３１８

家原
大池

西区家原寺町１丁１８―１
１８日
!２７１―１７１８ !２７１―１７９３

鴨谷

南区鴨谷台２丁４―１
９日
!２９６―１７１７ !２９４―１７６６

金岡
公園

北区長曽根町１１７９―１８
９日
!２５４―６６０１ !２５１―０５０９

美原

美原区多治井８７８―１
１０日
!３６１―４５１１ !３６１―４５１３

美原 美原区阿弥３７７―１
１７日
Ｂ＆Ｇ !３６１―４５１１ !３６１―４５１３

■年末年始の休館日
１２月２９日（美原、美原Ｂ＆Ｇは３０日）〜
１月４日。美原、美原Ｂ＆Ｇは、１２月２９
日、１月５日は１７時まで。

水・金・土曜日に行う教室（トランポ
リン・跳び箱・鉄棒・マット）の申し込
みを受け付けます。
-４歳児〜小学６年生。
.月４，
４００円（別途、保険料８００円が必
要）。
時間や募集人数などは、同館へ。先着
順。

定期スポーツ教室（大浜）
１月からの定期スポーツ教室の申し込
みを１１月３０日から受け付けます。
-４歳児〜小学生。.１期１０回５，
０００
円。
種目や申込方法などは、同館へ。先着
順。

冬休み限定 すこやかキッズ体操
（家原大池）
マット・跳び箱・鉄棒を使って体を動
かします。
１２月２５〜２７日（全３回）。.１，
５００円。
%９時３０分〜１０時３０分!-平成２５年４
月２日〜２７年４月１日生まれの子ども。
1１２人。
%１０時４５分〜１１時４５分!-平成２５年４
月２日〜２７年４月１日生まれの子ども。
1１２人。
%１３時３０分〜１４時３０分!-平成２７年４
月２日〜２８年４月１日生まれの子ども。
1１０人。
/１２月７日、９時から(で（８時４５分
から整理券を配布）。

令和元年（２
０
１９年）
１
２月１日

ジュニア体操コース
弓道コース（初芝）
１月からの教室の申し込みを受け付け
ます。
!幼児体操!１月７日〜３月１７日の火
曜日。-平成２５年４月２日〜２７年４月１
日生まれの子ども。
"小学生スポーツ!１月１０日〜３月１３
日の金曜日。-小学１〜３年生。
#弓道!１月８日〜３月１１日の水曜
日、１月９日〜３月１２日の木曜日、１月
１０日〜３月１３日の金曜日。-高校生以上
（水・金曜日は中学生も可）。
時間や費用などは、同館へ。
/１２月１４日から（#は初めて申し込む
方のみ１２月７日から。1各５人）(で。
1!８０人、"４０人、#各３０人。

冬の短期教室
マット・跳び箱（原池公園）
１月１２・２６日、１３〜１４時３０分（-４・
５歳児）、１５〜１６時３０分（-小学１・２年
生）。.２，
０００円（２回）。
/１２月１７日、１２時３０分から)のうえ(
で。1各１８人。

青少年センター
堺区柳之町西１丁３―１９
!２２９―５１２０ !２２８―５２４４
休館日!１２月２・９・１６・２３・２９日〜１
月３日

クリスマスケーキを作ろう
ケーキを作りな
がら、外国でクリ
スマスに作るお菓
子の話を聞きま
す。
１２月２４日（火）、
１４〜１６時。-小学
生。.１，
０００円。
/１２月３日、１０時から4と講座名を(
)*で。1１０人。

青少年の家
南区片蔵３２
!２９２―００１０ !２９２―３８２５
%休館日!１２月２・９・１６・２３・２９日
〜１月３日

発達相談窓口
専門家が相談に応じ、家庭や学校での
生活を支援します。
１月９日（木）、１５・１６・１７時から（各
５０分）。-１９歳以下の子どもとその保護
者。無料。
/１２月３日、１０時から()*で。1各
１組。

