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スポーツ・文化交流ホール
（申込受付は９時３０分から）

�２４５―２５２５総合事務室

堺市博物館

みはら歴史博物館

体育館
休館

２６日

１８日

２７日

１８日

２５日

１２日

１９日

所在地・電話・FAX
堺区大浜北町５丁７―１
�２２１―２０８０ �２２１―９９８０

中区八田寺町３２０
�２７８―１００４ �２７８―１０４４

東区野尻町２２１―４
�２８５―０００６ �２８５―７３１８

西区家原寺町１丁１８―１
�２７１―１７１８ �２７１―１７９３

南区鴨谷台２丁４―１
�２９６―１７１７ �２９４―１７６６

北区長曽根町１１７９―１８
�２５４―６６０１ �２５１―０５０９

美原区多治井８７８―１
�３６１―４５１１ �３６１―４５１３

美原区阿弥３７７―１
�３６１―４５１１ �３６１―４５１３

館名

大浜

原池
公園

初芝

家原
大池

鴨谷

金岡
公園

美原

美原
Ｂ＆Ｇ

費用や申込方法、その他の
教室などはこちらから�

美原総合スポーツセンター

ソフィア・堺 中文化会館

ⒸBBC Ｗorldwide ２００７

文化会館

堺区協和町２丁６１―１

休館１２月２８日～１月４・１８・２５日

青少年交流講座
いずれも�市内在住・在学の小・中
学生 ￥無料
�平面キュービック�日時１月３０日
（土）１３時１５分～１４時４５分 �１２人
�マジック�日時２月１１日（祝日）１５
時３０分～１７時 �１８人
���で１月６日からスポーツ・文
化交流ホールへ。

家族ふれあい事業
いずれも�市内在住・在学の小・中
学生とその保護者
�ビーズ「ハートのきらきらペンダ
ント」�日時１月２３日（土）１０～１１時
３０分 ￥１個５００円 �６組
	クッキング「米粉の焼きドーナツ」
�日時２月１３日（土）１０～１１時３０分
￥１人３００円 
６組
�天体観測会「月と冬の星座」�日時
２月１７日（水）１９～２０時３０分 ￥無料
�１０組

�保護者が��で１月６日からスポ
ーツ・文化交流ホールへ（	は１３日
まで）。

堺区百舌鳥夕雲町２丁 大仙公園内
�２４５―６２０１ �２４５―６２６３
開館９時３０分～１７時１５分（入館は１６
時３０分まで）
休館リニューアル工事のため３月１２
日まで閉館（企画展示室や百舌鳥古
墳群シアター、ミュージアムグッズ
コーナーなどは１月３１日まで開館
〈１２月２８日～１月４日を除く〉）

教育普及展「昔のくらし～
堺の今昔探検隊」
昔と今の道具や絵画、写真などをと
おして「堺の」暮らしの変化をたどり
ます。日程１月５～３１日
場所企画展示室 ￥無料

美原区黒山２８１ �３６２―２７３６ �３６２
―２２６０ 電 子

メールm�rekishi@mc�mihara.jp
開館９時３０分～１７時１５分（入館は１６
時３０分まで）
休館１２月２８日～１月４・１２・１８・２５
日
￥観覧料（一般２００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）

シリーズ講座
みはら発掘ものがたり
日時２月１９日（金）１３時３０分～１５時
￥５００円
�１月５日１０時から�を���
で。�１００人

Ｍ・Ｃコンサート「笑門来福」
～和太鼓の響き～
日時２月２１日（日）１３時３０分～１５時
出演和太鼓心鼓
￥２，０００円（中学生以下無料）
�１月５日１０時から���で�を
同館へ。�１００人

■年末年始の休館日
１２月２９日（鴨谷・美原・美原 B&G
は３０日）～１月４日
美原・美原 B&G�１２月２９日、１月
５日の営業は１７時まで。
※家原大池体育館�１月１１日（成人
式開催）の営業は通常どおり。

■障害のある児童・生徒のための無
料開放
いずれも時間９～１２時
日程１月２３日（土） 場所大浜・初芝
・金岡公園

新大浜体育館（武道館）の
利用受け付けスタート
４月１日に開設する体育館と武道館
の利用受け付けを開始します。
�抽選申し込み�利用日の３カ月前
の月の１～７日（１月は４～７日）
に、堺市スポーツ施設情報システム
（オーパス・システム）で。同システ
ムへの事前登録が必要。�市内在住
・在勤・在学の方
�空き申し込み�利用日の３カ月前
の月の１６日から、同システムか大浜
体育館窓口（３月３１日までは現体育
館）で。
�スポーツ施設課（�２２８―７５６７ �
２２８―７４５４）

堺市 オーパス・システム

スクール・教室
■障害のある方対象の共用陸上
日時１月２３日（土）９～１２時 場所金
岡公園 �障害のある方とその介助
者
■登録制わくわくフィットネス
日時１月６・１３・２７日１０時２０分～１１
時４０分 場所大浜 �高校生以上
■B.T.DANCEスクール
日時１月５・１２・１９・２６日１７時３０分
～１８時１５分（�３～５歳児） １８時３０
分～１９時３０分（�小・中学生）
場所鴨谷

美原区小平尾１１４１―１
�３６９―０５７７ �３６９―０５７６
休館木曜日 １２月２９日～１
月４日

サッカースクール体験
�５歳児～小学生 ￥５５０円
詳しくは同センター�参照。

中区深井清水町１４２６
�２７０―８１１０ �２７０―８１１９
休館１２月２８日～１月４・１８
・２５日（プラネタリウムは１月１２・
１３・３１日も）

映画「アース」
日時３月１４
日（日）１１・
１４時から
�小学生以
上
￥一般６００
円 中学生
以下４００円
（プラネタ
リウム観覧
券とセット
割引あり）
前売券１月１０
日から販売
映画に登場する動物の大きな立体紙
切も展示します。
�立体紙切ワークショップ�講師即
興紙切パフォーマー・辻笙さん
時間１１時３０分・１３・１４時３０分から
￥５００円
前売券１月１０日から販売 �各２０人

プラネタリウム「堺星空館」
�一般投影�「まくまくんの星空大
冒険」「ガイアの銀河」ほか
�天文教室「オリオン座」�日時１月
２２日（金）１８時から ￥無料
���で。

ウェスティ（西区鳳東町６丁６００）
�２７５―０１２０ �２７５―０１３０
�前売券�ウェスティなどで販売

ウェスティの催し
■ダンス INウェスティ
日時１月９日（土）１０時３０分開演
￥無料
■人形劇団クラルテ公演「１１ぴきの
ねことぶた」
日時１月３１日（日）１１・１４時開演
￥３歳児以上２，８００円
前売券販売中 �２５０人
■堺おおとりうぇす亭
今年もうぇす亭で笑って温まりまし
ょう。
日時２月１３日（土）１４時開演 �小学
生以上 ￥２，０００円（中学生以下無
料） 全席自由席
前売券販売中 �４２５人

堺のスポーツ情報をまとめた「ス
ポーツタウン堺」�もぜひご覧く
ださい。�スポーツ推進課（�２２８
―７４３７ �２２８―７４５４）

�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

スポーツタウン堺
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