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学　ぶ
歴史ウォーク　外国の方と一緒に
坐（ざ）禅と茶の湯体験

内容  ▽  三好長慶や千利休が禅修行
した南宗寺(堺区南旅篭町
東3丁1－2)で坐禅

 ▽   さかい利晶の杜（堺区宿院町
西2丁1－1）で立礼茶席

日時  9月10日（土）10～13時
有料  要申込  9月3日まで先着順

問 堺・ちくちく会
  (川口☎090-8985-1273)か
  観光推進課
  (☎228-7493　FAX228-7342)

作った人や土地に思いをはせて
コーヒーを飲みませんか

タイ北部の山岳地帯、アカ族の村で
栽培されたコーヒーにまつわる話を
聞きます。参加者にアカ族が作った
ドリップバッグをプレゼント。
オンラインで開催。
日程  10月6日(木)13時30分から
有料  要申込  9月1日から市電子申
請システムで先着順
詳しくは市HP(QRコード)
参照

問 堺・アセアンウィーク実行委員会
      事務局(アセアン交流推進室内
　 ☎222-7343　FAX228-7900)

人権フェスタ in 堺

内容  ステージイベントや体験など
日時  9月19日(祝日)
12時30分～15時30分
場所  Minaさかい(市役所前)

問 大阪法務局堺支局
 (☎221-1258)か
 人権企画調整課
 (☎228-7159　FAX228-8070)

SAKAI SDGs fest.（フェス）

日時  9月17～19日10～17時
場所  イオンモール堺鉄砲町（七道駅前）

■イベントブース

▽ぐるりお譲り交換会

▽農芸高校の生徒と楽し
　む羽ストラップづくり

▽高校生ロックコンサート

▽ヤギとのふれあい体験
■物販ブース

▽ SDGsキッチンカー

▽  環境に配慮したグッズが買えるエ
シカルショップ

詳しくは市HP(QRコード)
参照

問 政策企画部計画推進担当
　 (☎228-7517　FAX222-9694)

楽しむ
スポーツの日は
堺市民オリンピックで楽しもう

いずれも日程  10月10日(祝日）

■観戦・体験で楽しもう

▽市民オリンピック
場所  金岡公園陸上競技場(北区長
曽根町1179-18)他

▽ニュースポーツの体験会
場所  金岡公園体育館、原池公園
体育館(中区八田寺町320)

▽体力測定会
場所  金岡公園体育館

詳しくは市HP(QRコード)
参照

■ランイベント「FUN!RUN!」
トップアスリートの速さを体験
オリンピアン・金
丸 三さん【写真】
による走り方教室
の後、一緒に走り
ます。
場所  金岡公園陸上競技場
対象  市内在住・在学の小学生
要申込  9月16日まで
申込方法など詳しくは、
市HP(QRコード)参照

問 スポーツ推進課
　 (☎228-7437　FAX228-7454)

堺まつり
観覧募集と前売り券販売

■航空中央音楽隊
ふれあいコンサート無料招待
日時  10月15日(土)15～17時
場所  フェニーチェ堺(堺区翁橋町
2丁1－1)
要申込  9月13日までに往復はがき
に必要事項を、自衛隊音楽隊と集
う友の会事務局(〒590-0948堺
区戎之町西1丁1-30加藤均総合ビ
ル内)へ。1通2人まで。抽選。
必要事項などは問へ

■利休のふるさと堺大茶会　

▽南宗寺(堺区南旅篭町東3丁1-2)
日時  10月15日(土)9～15時40分

▽さかい利晶の杜(堺区宿院町西2丁1-1)
日時  10月16日(日)10～16時

いずれも有料  
応募方法など詳しくは、
堺観光コンベンション
協会HP(QRコード)参照

問 同協会
　 (☎233-5258　FAX233-8448)

地域の皆さんで
元気にスポーツを！

スポーツ推進課職員

関西初！世界最大の障害物レース
スパルタンレースに参加しませんか

スパルタンレースとは、ランに加え、
20個程度ある障害物を乗り越えて
ゴールをめざすレースです。
日程  12月3日(土)
場所  原池公園(中区八田寺町320)
有料  要申込  
詳しくはスパルタンレース
ジャパンHP(QRコード)
参照

問 原池公園体育館
 (☎278-1004　FAX278-1044)

仲間と一緒に野外活動を体験しよう
堺っ子わくわくキャンプ　参加者募集

■日帰りキャンプ
時間  9～16時
対象  小・中学生

10月8日（土） 青少年の家 
(南区片蔵32）

12月3日(土) 和泉市立青少年の家 
（和泉市槇尾山町1-21）

来年
1月14日(土)

紀泉わいわい村 
（泉南市信達葛畑207）

■宿泊キャンプ
時間  10時～翌日16時
対象  小学3～6年生、中学生

9月10・11日 ふるさと村 
（奈良県吉野郡東吉野
村大字大豆生739）11月5・6日

いずれも有料  要申込  抽選
応募方法など詳しくは、
市HP(QRコード)参照

問 大阪YMCA(☎257-6764)か
 子ども育成課
 (☎228-7457　FAX228-8341)

KIX泉州国際マラソン
参加ランナー募集

日程  来年2月12日(日）
スタート  浜寺公園(西区浜寺公園町）

フル
マラソン

チャレンジラン
(20.4km）

募集人数 抽選5,000人 先着1,000人

参 加 料 1万6,000円 8,000円

要申込  9月5～30日
詳しくはKIX泉州
ツーリズムビューローHP
(QRコード)参照

問 KIX泉州ツーリズムビューロー
 (☎072-479-3620)か
 スポーツ推進課
 (☎228-7437　FAX228-7454)

よみがえる鉄炮（てっぽう）鍛冶屋敷
ー鍛冶技術の変遷を辿（たど）るー

来年度に開館予定の堺鉄炮鍛冶屋敷
「井上関右衛門家住宅」に関連する3
つの講演とパネルディスカッションで
鉄砲鍛冶の技術力に迫ります。
日時  10月23日(日)13～16時30分
場所  関西大学千里山キャンパス
(吹田市山手町3丁目3－35)

▽講演
①堺の刃物鍛冶と鉄砲鍛冶
②現代科学からみた鉄砲用鉄の魅力
③CGで描く火縄銃

▽パネルディスカッション
　「鍛冶技術の中の火縄銃」
要申込  9月30日17時まで
詳しくは市HP(QRコード)
参照

問 文化財課
　 (☎228-7198　FAX228-7228)

「自分らしく生きること」の
大切さを学べます

場所  市役所かオンライン
対象  市内在住・在勤・在学か、NPO
活動やボランティアをしている方

10月26日（水）男女共同参画★事始め
～虫の目、鳥の目、魚の目で見る～

11月2日（水） アンコンシャスバイアス
について

11月9日（水） 男女ともに活躍できる
これからの働き方

11月16日（水）DV（総合的な視点から）と
デートDVについて

11月30日（水）輝ける講座企画のために

要申込  9月30日まで
詳しくは市(区)役所市政情報セン
ター(コーナー)にある
チラシか市HP(QRコード)
参照

問 男女共同参画推進課
　 (☎228-7408　FAX228-8070)

生涯学習サポーター養成講座

日時  10月6日～12月15日(全10回)
14～16時
場所  フェニーチェ堺(堺区翁橋町2
丁1-1)他
対象  市内在住・在勤・在学の全回参
加できる方
要申込  9月1～19日
詳しくは市(区)役所
市 政 情 報センター (コー
ナー)にあるチラシか市 HP
(QRコード)参照

問 生涯学習課
　 (☎228-7631　FAX228-8070)

SDGsにちなんだ川柳　募集中

要申込  9月30日まで
応募方法など詳しくは、
市HP(QRコード)参照

問 第一生命(☎221-7031)か
 政策企画部計画推進担当
 (☎228-7517　FAX222-9694)


