
ハーベストの丘

町家歴史館

堺自然ふれあいの森

大仙公園日本庭園

堺伝統産業会館

青少年の家

健康福祉プラザ

体験 イベント・

過去のスプリングキャンプ

市内外のイベントなどで堺の観光
PR を行う「堺観光コンシェルジュ」
【写真】を募集します。
�堺観光コンベンション協会か同協
会�で。
受付期間は３月１日（消印有効）ま
で。�若干名
�同協会（�２３３―５２５８ �２３３―８４４８）

●ハーベストの丘�南区鉢
ヶ峯寺２４０５―１
�２９６―９９１１ �２９６―９９２０
開園１０～１７時 ￥一般１，０００円、学
生７００円、４歳児～小学生６００円
休園水曜日
●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（緊急事態
宣言発出中は１５時３０分まで）
休園水曜日

２月のハーベストの丘
�グルメ体験
�いちご摘み＆いちごパフェ教室�
日時土・日曜日、祝日１０時３０分から
￥１，８００円 �１２組
�いちご摘み＆いちごタルト教室
【写真】�日時土・日曜日、祝日１４時
３０分から ￥２，０００円 �１２組

�ハリーさんのカレーパン作り�
日時土・日曜日、祝日１５時から
￥１，１００円 �１２組
木工・陶芸教室などもあります。

農産物直売所「またきて菜」
販売品目を拡大中!２月は菜の花を
販売します（生産状況により販売し
ていない場合もあります）。
�切り花半額（一部対象外あり）�
日程火曜日
�魚（干物）の販売日�日程木曜日と
２月１３・１４・２７・２８日
�米１０％引き�日程木曜日
�卵・豆腐・めん類１０％引き�日程
金曜日
�１，０００円以上購入の方はベジカフ
ェ１００円引き

●山口家住宅�堺区錦之町東１丁２
―３１ ��２２４―１１５５
開館１０～１７時（入館は１６時３０分まで）
休館火曜日（２３日は開館、２４日は振
替休館）
￥入館料一般２００円。中学生以下、
市内在住の６５歳以上、障害のある方
は無料。清学院との共通入館券は
２５０円。

堺緞通の展示と実演
大阪府指定無形民俗文化財に指定さ
れている堺緞通（だんつう）を展示し
ます。
日程２月１０日～３月１日
場所山口家住宅
■手織実演
日時２月２１日（日）１０～１６時 直接会
場へ

南区畑１７４０ �２９０―０８００ �２９０―
０８１１
休館月曜日

いっちん子ども自然塾
四季折々の農作業体験や森での自然
体験をします。
日時４月～来年３月の原則第２日曜
日 １０～１４時３０分 ￥３,０００円（全１２
回） �小学新２～６年生 	１５人
申込方法などは、堺自然ふれあいの
森へ。受付期間は３月７日まで。

堺区大仙中町 ��２４７―３６７０
開園�２月�９時３０分～１６時３０分
（入園は１６時まで） �３月�９～１７
時（入園は１６時３０分まで）
休園月曜日
￥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

堺市民芸術祭
堺市邦楽協会演奏会
日時２月２８日（日）１３時開演
￥無料 直接会場へ
�堺市邦楽協会事務局（��０７２１―６５
―６２６６）か堺市文化団体連絡協議会
（堺市文化振興財団内 ��２２８―
１１４４）

つばき展

３月下旬ごろまで、約２５０種４００鉢の
ツバキを展示しています。

堺区材木町西１丁１―３０
�２２７―１００１ �２２７―５００６
開館１０～１７時
休館２月１６～１９日（施設メンテナン
ス）

伝統産業の実演
�包丁研ぎ�日時金曜日１３時３０分～
１５時
�包丁研ぎ直し�日時土・日曜日１１
～１２時、１３～１５時 ￥見学無料

南区片蔵３２ �２９２―００１０
�２９２―３８２５ 休館月曜日

春短期教室
�春集中スポーツ教室
�スプリングデイキャンプ
費用や申込方法は、青少年の家へ。

〒５９０―０８０８ 堺区旭ヶ丘中町４丁３
―１
●視覚・聴覚障害者センター��
２７５―５０２４ �２４３―２２２２ 電 子

メールmimi@sakai
�kfp.info
●スポーツセンター��２７５―５０２９
�２４３―４５４５

聞こえのセミナー
日時２月２７日（土）１４～１６時
テーマ難聴と耳鳴りのお話
講師近畿大学病院医師・小林孝光さ
ん
�聞こえない・聞こえにくい方とそ
の家族
�
��で２月２～２２日（必着）に視
覚・聴覚障害者センターへ。	２２人

フライングディスク大会
日時３月２０日（祝日）９時４０分～１６時
場所ファインプラザ大阪（南区城山
台５丁１―２）
�小学生以上の障害者手帳をお持ち
の方と介護者 ￥無料
�健康福祉プラザか同プラザ�にあ
る実施要項をスポーツセンターへ。
受付期間は２月２８日（必着）まで。	
３０人

堺ブレイザーズ
チケットプレゼント
２月２７・２８日、３月６・７日１３時か
ら、日本製鉄堺体育館（堺区築港八
幡町１）で開催される堺ブレイザー
ズのホームゲームチケット（スタン
ド指定席）をペアでプレゼントしま
す。
�２月１９日１２時までに�
（２次元コード https :
��forms.gle�MAEA1gpeDom82AtP
6）で。
	各５組
�ブレイザーズスポーツクラブ（�
２３３―２２６４ �２３３―２２４８）かスポーツ
推進課（�２２８―７４３７ �２２８―７４５４）

サイクルセンターのイベント
■自転車博物館（堺区大仙中町１８―
２）
�手作りおもちゃ教室「おひなさま」
�日時２月１４日（日）１０～１５時
￥無料（入館料は必要） 直接会場へ
�２５人
■自転車ひろば（大仙公園内）
�クラシック自転車のレプリカ体験
試乗�日時２月１１・１４・２３・２８日１０
～１５時３０分（２８日は１２時から） 直接

会場へ 雨天中止
�こども自転車安全教室と大仙公園
サイクリング�日時２月２８日（日）９
～１２時
�５～１０歳児（保護者同伴で） ￥無
料 要予約 雨天中止
費用や申込方法は、自転車博物館サ
イクルセンター�参照。
�同センター（�２４３―３１９６ �２４４―
４１１９）か、ものづくり支援課（�２２８―
７５３４ �２２８―８８１６）

日高少年自然の家で
キャンプを楽しもう
いずれも場所日高少年自然の家（和
歌山県日高郡日高町）
�市内在住・在勤・在学の方とその
家族

■日高まんぷくキャンプ（�）
日程３月６・７日（１泊２日）現地集
合・解散 ￥２０歳以上９，９００円、小
学生～１９歳９，６００円、３歳以上の未
就学児９，０００円 �１２家族５０人
■ファミリー磯観察キャンプ（�）
日程３月１３・１４日（１泊２日）現地集
合・解散 ￥２０歳以上７，６００円、小
学生～１９歳７，０００円、３歳以上の未
就学児６，６００円 �３０人
■スプリングキャンプ（�）
日時３月２８～３０日（２泊３日） ２８日
（日）８時４５分に堺東駅前、９時に三
国ヶ丘駅前、９時４５分に泉ヶ丘ビッ
グアイで集合。３０日（火）１５時に泉ヶ
丘ビッグアイ、１５時３０分に三国ヶ丘
駅前、１５時４５分に堺東駅前で解散。
�小学生 ￥１万３，８００円 �４０人
��は２月２日１０時、�は２月９
日１０時から�で�を日高少年自然の
家（�０７３８―６４―２８７１ �０７３８―６４―
２５７９）へ。

学生ボランティア募集
キャンプや子ども会、地域のイベン
トなどで、小学生とボール遊びや簡
単なゲームをする学生ボランティア
を募集します。
�大学生、短期大学生、専門学校生
（未経験者可）
���で�を堺市青少年活動振興協
会事務局（子ども育成課内 �２２８―
７４５７ �２２８―８３４１ 電 子

メールkoikusei@city.sak
ai.lg.jp）へ。

堺観光コンシェルジュ募集�
堺の魅力をPRしませんか？

�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
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