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車いすバスケットボールと
ボッチャを体験しよう
日時３月２０日（祝日）９時３０分～１２時
３０分 場所大浜体育館（堺区大浜北
町５丁７―１）
�小学生以上 ￥無料
�����で�と年齢、「車いすバ
スケットボール・ボッチャ体験会参
加希望」を、３月１～１１日（必着）に
スポーツ推進課（〒５９０―００７８ 堺区
南瓦町３―１ �２２８―７４３７ �２２８―
７４５４ 電 子

メールsposui@city.sakai. lg. j
p）へ。	４０人
申し込みはこちらから�

関西大学との地域連携講座
関西大学堺キャンパスでの学びをと
おして、人生を豊かにしませんか。
■生き方としてのマインドフルネス
（�）
日時４～８月の土曜日１４～１７時（全

５回） 講師同大学准教授・小室弘
毅さん他 �マインドフルネス経験
者 ￥４，０００円 
３５人
初心者向けは別途開催予定。
■みんなで踊ろう（�）
日時４～７月、９月～来年１月の土
曜日１０～１２時１５分 １１月２３日（祝日）
に舞台発表あり（全２０回） 講師同大
学教授・原田純子さん �６０歳以上
の方 ￥１万円 
３０人
詳しくは関西大学人間健康学部�参
照。
����で�と講座名をいずれも４
月２日（必着）までに関西大学堺キャ
ンパス事務室地域連携担当（〒５９０―
８５１５ 堺区香ヶ丘町１丁１１―１ �
２２９―５０２４ �２２９―５０８２ 電 子

メールsakai�info
@ml.kandai.jp）へ。
�同事務室か政策企画部民間活力導
入担当（�２２８―０２８９ �２２２―９６９４）

堺観光ボランティアガイド
入門講座
日程４月１日～６月１７日（全１１回）
場所東洋ビル（堺東駅前）
�堺の歴史と文化に興味があり、パ
ソコンをお持ちでメールの送受信や
印刷が可能な方 ￥２，０００円
■事前説明会
日時３月２１・２５日１４時から（どちら
かに参加が必要です）
場所東洋ビル（堺東駅前）

詳しくは堺観光ボランティア協会�
参照。
��で�と説明会の希望日を３月２０
日までに同協会（��２３３―０５３１ 電 子

メール

sakaikvk@axel.ocn.ne.jp）へ。	各２５人
�同協会か観光推進課（�２２８―７４９３
�２２８―７３４２）

ブルネイ・ダルサラーム国料理の
クッキング動画を公開!

３月１５日から、ブルネイ人
になじみが深い伝統料理
「アンブヤット」【写真左】と
付け合わせのレシピ動画を市�（２
次元コード）で公開します。自宅で
作ってアンブヤットのプルプルの食
感をぜひお楽しみください。
�堺・アセアンウィーク実行委員会
（アセアン交流推進室内 �２２２―
７３４３ �２２８―７９００）

園芸講座で緑に親しもう
■園芸連続講座（入門コース・応用
コース）
日程４月～来年３月の水曜日（全１０

回） �市内在住・在勤で全回受講
できる方 ￥１万２，０００円
��で�とコース名を３月１９日～４
月９日（消印有効）に堺市公園協会
（〒５９０―０８０３ 堺区東上野芝町１丁
４―３ �２４５―００７０ �２４５―００６９）
へ。
各３０人

美原区古代米プロジェクト
みはら農業塾
美原の古代米を栽培してみません
か。日程４～１１月 場所黒姫山古墳
北側の田んぼ、美原区役所
費用や申込方法は、市役所市政情報
センター、区役所市政情報コーナー
にあるチラシか市�参照。受付期間
は３月３１日（必着）まで。５人程度
�美原区役所企画総務課（�３６３―
９３１１ �３６２―７５３２）

みないき農業塾
野菜作りを基礎から学びましょう。
日程４月から 場所南区の農地など
�１８歳以上の方 ￥年３万円
�市役所市政情報センター、区役所
市政情報コーナー、市�などにある
受講申込書で。受付期間は３月３１日
（必着）まで。	３０人
�南いきいきファーム推進会（柴田
�０８０―３４３０―４５１１ �２８９―７１３９）か

南区役所企画総務課（�２９０―１８００
�２９０―１８１４）

堺ブレイザーズホームゲーム開催�

バレーボールＶリーグの堺ブレイザ
ーズホームゲームのチケット（スタ
ンド指定席）をペアでプレゼントし
ます。
日程３月１３・１４・２７・２８日 場所金
岡体育館（北区長曽根町１１７９―１８）
日程３月２０・２１日 場所日本製鉄堺
体育館（堺区築港八幡町１）
�３月５日１２時までに�
（２次元コード https:��blaze
rs-store.moala.live�products�抽
選券―ホームゲーム招待ペアチケッ
ト）で。
各５組
３月２～１４日には、市役所高層館１
階ロビーで写真パネルの展示も行い
ます。
�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）

オリックス・バファローズ
ファーム公式戦を開催�

オリックス・バファローズと広島東
洋カープとのファーム（２軍）公式戦
に、市内在住の方を抽選で無料招待
します。日時３月２７日（土）１３時から
場所くら寿司スタジアム堺（中区平
井４１１）
��で�と年齢を３月８日までに
「ファーム公式戦チケットプレゼン
ト」係（〒５５０―００２３ 大阪市西区千代
崎３―北２―３０ �０５７０―０１―８８６２）
へ。
１０組２０人
�スポーツ推進課（�２２８―７４３７ �
２２８―７４５４）

オリックス・バファローズ
親子ティーボール教室

オリックス・バファローズの元選手
が指導します。
日時３月１４日（日）１０～１２時
場所金岡公園野球場（北区長曽根町
１１７９―１８） �平成２３年４月２日～２７
年４月１日生まれの子どもとその保
護者 ￥無料
����で�と学年、生年月日、保
護者氏名、野球経験の有無を３月２
～８日（必着）に堺市教育スポーツ振
興事業団（〒５９９―８１２３ 東区北野田
１０７７ アミナス北野田内 �２９４―
６１１１ �２３７―６００１ 電 子

メールentry@sakai�kyo
spo.jp）へ。
４０人

セレッソ大阪堺レディース
開幕戦を応援しよう�

２０２１プレナスなでしこリーグ１部が
開幕し、初戦にASハリマアルビオ
ンと対戦します。
日時３月２８日（日）１３時から 場所 J―
GREEN堺（堺区築港八幡町１４５）

￥前売券８００円、当
日券１,０００円
チケットについて
は、セレッソ大阪ス
ポーツクラブ�参照。
�同クラブ（�０６―
６４６４―１１１０）かスポー
ツ推進課（�２２８―７４３７ �２２８―７４５４）

関西独立リーグ堺シュライクス
開幕戦に抽選で無料招待�

日時４月３日（土）１２時から 場所く
ら寿司スタジアム堺（中区平井４１１）
�市内在住の方
�３月２０日までに堺シュラ
イクス球団�（２次元コー
ド）で。
１０組２０人
�堺シュライクス（�２３０―４６７５）かス
ポーツ推進課（�２２８―７４３７ �２２８―
７４５４）

さかい １６催しガイド広報令和３年（２０２１年）３月１日
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