
大仙公園日本庭園

ハーベストの丘

堺自然ふれあいの森

多文化交流プラザ・さかい

図書館

所在地・電話・FAX・電子メール
堺区大仙中町１８―１
�２４４―３８１１ �２４４―３３２１
電 子
メールchuuouto@city.sakai.lg.jp
南区茶山台１丁７―１
�２９４―０１２３ �２９８―０５９７

図書館名

中央

南

体験 イベント・

堺区大仙中町 ��２４７―３６７０
開園９～１７時（入園は１６時３０分まで）
休園月曜日（休日の場合は翌平日）
￥一般２００円、小・中学生１００円、市
内在住の６５歳以上、障害のある方は
無料（証明書が必要）

変化朝顔展
約３０品種１００
鉢の変化朝顔
のさまざまな
花や葉の形を
楽しみません
か。
日程８月中旬
～９月上旬

南区鉢ヶ峯寺２４０５―１
�２９６―９９１１ �２９６―９９２０
開園１０～１７時 ￥中学生以
上１，０００円、４歳児～小学生６００円

８月のイベント
�ひまわりサマーフェスタ
日程２２日まで

�須恵器作り体験
日程６・７日 �各回１０人
￥３，０００円
�ホラー体験「NIGHTMARES HILL
悪夢を見る丘」
日程２２日まで �小学生以上
￥１，５００円
�グルメ体験
�ドラゴンフルーツアイス作り
日程月～金曜日
￥９００円 �３６人
�メープルナッツアイス作り
日程毎日 ￥９００円 �３６人
木工・陶芸教室などもあります。
費用や申込方法は、ハーベストの丘
�（２次元コード）参照

農産物直売所「またきて菜」
●またきて菜�南区鉢ヶ峯
寺２０３６―１（ハーベストの丘
駐車場内） �２９６―９９２６
開園９時３０分～１６時３０分
販売品目を拡大中
８月の旬野菜はパプリカ
特売情報は、またきて菜�参照

南区畑１７４０
�２９０―０８００ �２９０―０８１１
休館月曜日（祝休日は翌平
日）

８月の催し
�案山子（かかし）作り体験
�夜のガイドウォーク
�夏休み特別クラフト教室
�昆虫観察会
申込方法などは、堺自然ふれあいの
森�（２次元コード）参照

〒５９０―００７８ 堺区南瓦町２―１
�３４０―１０９０ �３４０―１０９１
休館土曜日、祝日

中国文化講座・中国語講座
「基礎編」
中国出身の講師が指導し、日本人ア
シスタントがサポートします。
日時９月２８日～１２月７日の火曜日
（１１月２３日を除く）１８時３０分～２０時
￥１万５，０００円（別途テキスト代が必
要）
���	で
と講座名を９月６日
（必着）までに堺日中友好協会事務局
（多文化交流プラザ・さかい内 電 子

メール

sca@sakai�sfc�council.com）へ。�２０人

はじめての人のための
日本語教室
日本で生活するために必要な日本語
を学びます。
日時９月１０日～１１月５日の火・金曜
日１４～１６時 �市内在住・在勤・在学
の日本語を母語としない方 ￥無料
�受付中。同プラザか市�にある申
込書で。�１２人
�同プラザ（�２２８―７４９９）

絵本パックを貸し出し
ふるさと納税「親子で読書」
ふるさと納税による寄附金で購入し
た０～５歳児向けの絵本パックを貸
し出します（搬送あり）。
日程９月～来年２月
�市内の育児・保育に関わる団体
￥無料 詳しくは市�か図書館にあ
るチラシ参照
���	で
を８月４～１８日に中央
図書館へ。

おはなしボランティア
養成講座
昔話や物語を覚えて語るストーリー
テリングのボランティアとして、図
書館で活動する方を養成します。
日時８月２７日、９月３・１７・２４日の
金曜日１０～１２時
�全４回参加できる方
場所南図書館 ￥無料
��で８月４日１０時から同館へ。
�１０人

歴史ウォーク
～坐禅と茶の湯の体験～
三好長慶や千利休が禅修業した南宗
寺（堺区南旅篭町東３丁１―２）で本
格的な坐禅と、さかい利晶の杜（堺
区宿院町西２丁１―１）で立礼茶席
（外国の方はお点前）を体験します。
日時９月１１日（土）１０時に南宗寺拝観
受付前集合、１４時ごろにさかい利晶
の杜解散
￥１，５００円（外国の方は５００円）
荒天中止
���	で
と参加人数を９月７日
（必着）までに堺・ちくちく会（〒５９０
―００７８ 堺区南瓦町２―１ 堺市総合
福祉会館２階４９ �２３２―５７３０ 電 子

メールkg
�linx@ares.eonet.ne.jp）へ。
�２０人（うち外国の方１０人）
�同会（川口 �０９０―８９８５―１２７３）か
観光推進課（�２２８―７４９３ �２２８―
７３４２）

与謝野晶子が愛した
短歌の世界にふれてみませんか
�晶子入門講座
テーマ「明星」を輝かせた与謝野鉄幹・
晶子～メンターとしての森鷗外～
日時９月５日（日）１４～１５時３０分
場所さかい利晶の杜（堺区宿院町西
２丁１―１） ￥３００円（展示観覧料を
含む） �２０人
�短歌を楽しむセミナー
日時９月４日、１０月２日、１１月６
日、１２月４日の１４～１６時 �全回参
加できる方 ￥２，０００円 �１０人
�第２回さかい与謝野晶子 青春の
短歌大会
募集期間９月７日
まで
�高校生（今年度
１６～１８歳の誕生日
を迎える方） 自
作・未発表の作品
で一人２首まで
￥無料
詳しくは与謝野晶子倶楽部�参照や
文化課などにある申込書参照
�与謝野晶子倶楽部事務局（文化課
内 �２２８―７１４３ �２２８―８１７４）か文
化課

日高少年自然の家でキャンプ!
日高少年自然の家（和歌山
県日高郡日高町志賀３７９４
�０７３８―６４―２８７１ �０７３８―
６４―２５７９）で次の催しを行います。
�こどものつどい
「シーカヤック冒険キャンプ」
日程９月４～５日（１泊２日）
�市内在住・在学の小・中学生
￥１万１，０００円 �４０人
�家族のつどい
「シーカヤックキャンプ」
日程９月１８～２０日 現地で１８日１２時
集合、２０日１２時解散 �市内在住・
在勤・在学の方とその家族
￥２０歳以上１万１，２００円、小学生～
１９歳１万２００円、３歳以上の未就学
児９，６００円 �３０人
�いずれも８月２日からで日高少
年自然の家へ。

税についての作文を書こう
税に関する内容であれば題材は自由
です。�中学生
�９月３日までに４００字詰め原稿用
紙３枚以内で、作文の始めに学校
名、学年、氏名（ふりがな）、題名を
書いて、在学する中学校へ。
�堺納税貯蓄組合連合会（�２２３―
０５０１）か税制課（�２２８―６９９４ �２２８―
７６１８）


必要事項は
郵便番号・住所、
氏名（ふりがなも）、
電話・FAX番号

を必ず記入

�対象 ￥費用 定員…�先着 �選考
�多数の場合は抽選 �問い合わせ先
�申込方法 �はがき �往復はがき
電話 �FAX 	電子メール �郵送
�直接来館（庁）�ホームページ
�電子申請システム(市�内)

記号の見方

ガイド
催し

さかい 

●
体
調
が
す
ぐ
れ
な
い
と
き
は
外
出
を
控
え
ま
し
ょ
う
。
マ
ス
ク
の
着
用
・
こ
ま
め
な
手
洗
い
・
消
毒
・
う
が
い
を
し
、
３
密
を
避
け
ま
し
ょ
う
。

令和３年（２０２１年）８月１日広報１７


