
体育館
休館
３月１
・３１日

２３日

１５日

２４日

８日

２２日

９日

１６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
教室などは市�へ�

ソフィア・堺 中文化会館

費用や申込方法などは
こちらから�

ⒸKAGAYA Studio

曜日／時間
火／１３～１４時１５分
火／１４時４５分～１６時
火／１８時３０分～１９時４５分
金／１３～１４時３０分
水／１３～１４時３０分
水／１５～１６時３０分
水／１５時３０分～１７時
水／１９～２０時３０分
土／１４～１５時３０分
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講座名

ヨガ

アロハフラ（経験者）
アロハフラ（初心者）
こども絵画＆造形
気功太極拳
自彊（じきょう）術

国際交流プラザ

文化会館

フェイスブック

■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３月２０日（祝日） 場所金岡公園
日程３月２７日（土） 場所大浜・初芝

新大浜体育館・武道館が
４月１日にオープン
４月１日（木）に新しい大浜体育館と
武道館がオープンします。
オープンを記念してイベントを開催
する予定です。
いずれも場所大浜
詳しくは決まり次第、新大
浜体育館・武道館�（２次
元コード）でお知らせしま
す。
■ありがとう大浜体育館
５０年間、皆さんに親しまれてきた大
浜体育館は３月末で閉館します。閉
館を前に、卓球やバレーボール、バ
ドミントンなどを自由に楽しみませ
んか。
利用できる日時や申込方法は、大浜
体育館�へ。

スクール・教室
■苦手克服なわとび教室
日時４月１０日（土）�９時３０分～１０時
３０分 �１１～１２時 場所原池公園
��４・５歳児 �小学１・２年生

■かけっこ教室
日時３月７日（日）�９時３０分～１０時
３０分 �１１～１２時 場所鴨谷 ��
３～５歳児 �小学１～３年生
■陸上スクール
日時３月１３・２８日�９時３０分～１０時
３０分 �１０時４０分～１１時４０分 場所
金岡公園 ��小学１～３年生 �
小学４～６年生
■こども体操教室体験会
日時３月６日（土）１３時３０分～１４時４５
分 場所美原 �満４歳児～新小学
１年生

中区深井清水町１４２６
�２７０―８１１０ �２７０―８１１９
休館月曜日（プラネタリウムは３月
１６日も）

プラネタリウム「堺星空館」

一般投影�「銀河鉄道の夜」【写真】
「宇宙のふしぎ もしも!宇宙が〇
〇だったら⁉」「宇宙一直線」ほか
特別投影「星よりも遠くへ」�日時
３月６日１９時から、３月１１日１８時か
ら ￥無料

長期講座（４～６月期）

いずれも全９回。�は�平成２３年４

月２日～２９年４月１日生まれの子ど
も
��～�は３月９日から、�は３月
５日から、�～	は３月１０日から、

は３月６日から要予約。

堺区中瓦町１丁４―２４ �３４０―１０９０
�３４０―１０９１ 電 子

メールkokusai@city.sakai.lg.jp
休館土曜日

外国人のためのオンライン相談
知りたいことや困っていることにつ
いて、国際交流プラザか自宅のパソ
コンでオンラインツール Zoom を
使って相談できます。
対応言語は、日本語、英語、中国
語、韓国・朝鮮語、ポルトガル語、
スペイン語、ベトナム語、タガログ
語、タイ語、インドネシア語、ネパ
ール語です。
生活相談�日時３月２２～２６・２８日
１０～１２時、１３～１６時
入管相談�日時３月２４日（水）１３時
３０分～１６時
法律相談�日時３月２８日（日）１３時
３０分～１６時
�市内在住・在勤・在学の外国人
���で相談の内容を相談日の１週
間前までに同プラザへ。

ニュージーランド文化理解講座
ニュージーランド・ウェリントン市
の魅力や武道のデモンストレーショ

ンを３月下旬にYouTube で配信予
定。
講師関西大学教授・アレキサンダー
ベネットさん

詳しくはこちら�

堺ウェリントン協会
�堺ウェリントン協会事務局（国際
交流プラザ内 �３４０―１０９０ �３４０―
１０９１）

●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

ワンコイン名作劇場 INウェスティ
「ロイヤル・ウエディング」
圧巻のダンスでお届けする傑作ミュ
ージカルをウェスティの大スクリー
ンでお楽しみください。
日時３月２５日（木）１０時・１３時３０分開
演
場所ウェスティ �小学生以上
￥５００円
前売券販売中 �３００人

落語「堺おおとりうぇす亭」
出演笑福亭松喬、笑福亭喬若ほか
日時５月２９日（土）１４時開演
場所ウェスティ �小学生以上
￥２，０００円
前売券３月９日から販売 �３００人

●山口家住宅�堺区錦之町東１丁２―３１ ��２２４―１１５５
●清学院�堺区北旅籠町西１丁３―１３ ��２２８―１５０１
開館１０～１７時（入館は１６時３０分まで） 休館火曜日
￥入館料一般２００円（山口家住宅）、１００円（清学院）。中学生以下、市
内在住の６５歳以上、障害のある方は無料。両館共通入館券は２５０円。

山口家住宅では大正時代の御殿飾り、
清学院では代々伝わるひな道具を飾り
ます。
日本の伝統を感じに行きませんか。
日程３月３日～４月１９日 直接会場へ
町家歴史館周辺では、３月３日～４月
３日に周辺の店舗などで個性あふれる

ひな飾りが見れる
「堺七まちひな飾り
めぐり」も行いま
す。
�堺七まちひな飾り
めぐり実行委員会
（水野鍛錬所内 �
２２９―３２５３）

桃の節句を彩るひな飾り�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 
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