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学　ぶ
美原区古代米プロジェクト
みはら農業塾

田植え・収穫作業や講義を通じて、
古代米栽培のノウハウを学びます。
日程   4～11月
場所  黒姫山古墳周辺の田んぼ
有料　要申込  3月31日ま
で。詳しくは市 (QRコ
ード)参照 

 美原区役所企画総務課
 (☎363-9311　FAX362-7532)

堺歴史文化市民講座｢古代からの
ロマンの地　ふるさと北八下の昔｣

日時  3月20日(日)14～16時
場所  北区役所
要申込  3月4日から先着順

 北図書館
 (☎258-6850　FAX258-6851)

生涯学習市民講座
いつまでも脳が元気であるために！

日時  4月16日(土)13時30分～15時
場所  堺市総合福祉会館(堺区南瓦
町2-1)有料  
要申込  3月2日から先着順。
詳しくは市 (QRコード)
参照

 生涯学習課
 (☎228-7631　FAX228-8070)

いきいき堺市民大学　プレ講座
地域から生みだすウェルビーイング

テーマ  コロナ時代の新たな幸福論へ
日時  3月27日(日)10～12時
場所  関西大学堺キャンパス(堺区
香ヶ丘町1丁11-１)
要申込  詳しくは協議会
(QRコード)参照

 さかいセカンドステージ
 応援団運営協議会
 (川崎 ☎090-1489-5121)か
	 生涯学習課
 (☎228-7631　FAX228-8070)

ナイフオンラインツアー  

内容  堺打刃物製造工程の一部をオ
ンラインライブ見学
日時  3月23日(水)10時30分～12時
詳しくは堺伝統産業会館 参照

 堺市産業振興センター
 (☎255-1223　FAX255-5200)

楽しむ
春季文化財特別公開(8ページ参照)
連動企画

■内川・土居川でナイトマーケット
堺のグルメが楽しめる飲食ブース
やキッチンカーが出店します。
日時  3月26日(土)11～20時

 観光推進課
 (☎228-7493　FAX228-7342)

■行基が建立に携わった
　史跡土塔を特別公開

塔頂部への立ち入りができます。
発掘調査で分かったことのほか、
行基と関わりの深い狭山池を紹介
します。
日時  3月26・27日10～15時
場所  史跡土塔(中区土塔町2143-
1  土塔町公園内)

 文化財課分室
 (☎273-6101　FAX273-5984)

 
■古墳に登ろう！学ぼう！楽しもう！

いずれも詳しくは
市 (QRコード)
参照

 ▲

世界遺産の古墳を特別公開
普段立ち入れない古墳に登れます。
学芸員の解説と出土品紹介もあり。
当日、各古墳と指定の施設を巡られ
た方にプレゼントあり（先着順）。
日時  3月27日(日)10～15時30分
の各回0・30分から開始（小雨決行）
場所  収塚古墳、旗塚古墳、寺山
南山古墳など

 ▲

ハニワ部長とゴールをめざそう！
巨大古墳すごろく
大きなすごろくゲームの盤面を歩
いてゴールをめざします。

日時  3月27日(日）
10～16時
場所  さかい利晶
の杜(21ページ参
照)
対象  小学生 
要申込

 ▲

古墳柄の壁掛けをつくろう
日時  3月27日(日)10・11・13・
14・15時から
場所  堺市博物館(堺区百舌鳥夕
雲町２丁　大仙公園内)

 世界遺産課
 (☎228-7014　FAX228-7251)

アーティストがやってくる！
さかいおやこクラブ参加団体募集

アーティストが訪問して、演奏や美
術ワークショップを行います。
日程  6月～来年3月の希望日
対象  親子で参加できる市内の団体・
サークル
要申込  詳しくは
堺市文化振興財団
(QRコード)参照

 堺市文化振興財団
 (☎228-0880　FAX228-0115)

なかもず駅前広場に滞在空間が出現
「イノべる！なかもず」

北側広場にベンチやキッチンカーな
ど実験的に滞在空間を創出。5日はプ
ログラミング体験や電動キックボー
ド試乗、ストリートピアノも。
日時  3月4日16～21時、5日11～
18時

 NAKAMOZUイノベーション
  コア創出コンソーシアム事務局
 (中百舌鳥・拠点整備担当)
 (☎340-0389　FAX228-7897)

堺をホームタウンとする
セレッソ大阪を応援しよう！

いずれも場所  ヨドコウ桜スタジアム
(大阪市東住吉区長居公園)
①セレッソ大阪堺レディース

リーグ開幕戦
日時  3月20日(日)13時から
チケット情報は  の 参照

②セレッソ大阪公式戦無料招待
日時  3月26日、4月23日14時から
対象  小・中学生　
要申込  3月4日まで。
詳しくは応募フォーム
(QRコード)参照

 ①セレッソ大阪スポーツクラブ
　　 事務局(☎06-6464-1110)
 ②セレッソ大阪事務局
　　 (☎06-6110-5657)
 スポーツ推進課
 (☎228-7437　FAX228-7454)

関西独立リーグ　堺シュライクス
開幕戦優待企画！

日時  4月2日(土)12時から
場所  くら寿司スタジアム
堺(中区平井411)
有料  当日広報さかい3月
号持参で2人目入場無料。
開幕戦について詳しくは、
球団 (QRコード)参照

 堺シュライクス(☎230-4675)か
	 スポーツ推進課
 (☎228-7437　FAX228-7454)

「#堺の桜2022」
インスタでお花見しませんか  

市内の桜のスポットや桜に関する写
真をInstagramで共有しませんか。
期間  3月14日～4月13日
投稿写真の一部は堺いきもの情報館
Instagramで紹介するほか、イベント
終了後に同館 でまとめて紹介しま
す。詳しくは同館 参照

Instagram
➡

堺いきもの
情報館 ➡
イベント

 環境共生課
　 (☎228-7440　FAX228-7317)

人権教育セミナー　オンライン配信

テーマ  新型コロナ感染症流行下に
おけるネットメディアと人権
期間  3月18～28日
要申込  3月2日から。
手話通訳・字幕表示あり。詳しくは
市 参照

 人権推進課
 (☎228-7420　FAX228-8070)

 

堺識字・多文化共生学級
「つどい」学級生を募集

読み書きについて学びたい方、お困
りの方は一度ご連絡ください。火曜
日(昼・夜)、金曜日(昼・夜)の4学級。
対象  15歳以上の方
場所  人権ふれあいセンター(21ペー
ジ参照)　
要申込  詳しくは同センター

(QRコード)参照

 人権ふれあいセンター相談ホール
 (☎245-2530　FAX245-2535)

観光客にやさしい地域をめざして
泉州観光地域づくりセミナー

日時  3月23日(水)15～16時20分
方法  オンラインライブ配信
詳しくはKIX泉州ツーリ
ズ ム ビ ュ ー ロ ー (QR
コード)参照

 KIX泉州ツーリズムビューロー
 (☎072-436-3440)か
	 観光企画課
 (☎228-7493　FAX228-7342)

関西大学との地域連携講座

②③は有料  
いずれも要申込  
①～③は関西大学
(QRコード)参照
 
①支援者支援は子ども支援～支援者

の安定が子どもの成長を促す～＝
3月15日（火）14～15時30分

②生き方としてのマインドフルネス
＝4～8月の土曜日14～17時

③みんなで踊ろう＝4月～来年1月
10～12時15分(舞台発表会は11
月26日)

④親子でパシャリ♪えがお先生のおそ
とで撮影会＝5月22日（日）10～11
時30分、13時30分～15時

 ①～③同大学堺キャンパス
事務室
(☎229-5024　FAX229-5082)か
政策企画部民間活力導入担当
(☎228-0289　FAX222-9694)
④地域教育振興課
(☎228-7490　FAX228-7009)


