４堺市南区槇塚台３丁１番

弥生博物館で

冬季企画展

７号︑ファクス０７２・２
３月 日まで弥生文化博
８９・７１３９︑メール
物館で冬季企画展﹁弥生時
mi
代の高地性集落とは／大阪
f@poppy.ocn.ne.jp
問い合わせは柴田さん０
８０・３４３０・４５１１

日

奈良綾香 さんが
久保惣で

における特徴と性質﹂を開
催中︒２月９日・ 日︑３
月９日・ 日に学芸員によ

る展示解説あり︒９時〜５
時︵入館は４時半まで︶︑月
曜休館︒入館料は一般４３
０円︑ 歳以上・高大生３
３０円︒
また︑考古学セミナーも
開催▽２月９日＝﹁高地性
集落の悩ましい研究状況﹂
▽ 日＝﹁和泉市の高地性
集落と池上曽根遺跡﹂▽３
月９日＝﹁弥生時代におけ
く寄り︶︒会員外の人は事前
に連絡を︒田中さん０８０・
１４３１・１８２０

朗読サークルが

無料体験会
朗読サークル﹁ぐる〜ぷ・
わい﹂が新会員を募集して
いる︒好きな作品を声に出
して読んだり︑朗読劇を仲
間と一緒に創る︒﹁少し緊張
しますが︑その後の達成感
は格別︒脳トレにもいいと
言われる朗読を始めてみま
せんか﹂と︒
無料体験会を 日南図書

い

ば

館︑２月９日栂文化会館︑
２月 日南図書館で︒いず
れも１時半〜３時に開催す
る︒問い合わせは伊庭さん
０７２・２２８・１６１９

日

日は紀
の川で探

る戦いの本質と高地性集落﹂
▽ 日＝﹁高地性集落から
みた弥生社会﹂︒いずれも２

〜４時︑当日先着１７０人︒
無料︵入館料要︶︒
問い合わせ０７２５・ ・
２１６２

ビッグバン

こども劇場 ▽ 日＝﹁ Pe
﹂
︒
１時と２時半
aceful Time
▽ 日＝﹁盲導犬・引退犬

46

なんやかんやのイベント情報満載

農業を学びたい人募る
区役所︶
・季節の野菜を育て
る実習 回︵南区畑の農地︶
・
曜日別実習︵毎週︶▽学費
＊
ミュージアムコンサート
日２時から久保惣美術
館で︑﹁奈良綾香ピアノリサ
イタル
／名曲でつづる
Vol.4
コンサート﹂
︒入館料のみ要︒
問い合わせ０７２５・ ・
０００１

４時︑南図書館３階集会室
で︒テーマは辻村深月﹃朝
が来る﹄︒無料︒泉北文学の
会・肥後さん０７２・２９
８・３０３１

日は甲山

紀の川で
＊
泉北野鳥の会

と一緒に遊ぼう〜♪﹂︒
１時
と３時︑いずれも無料︒
工作ワークショップ ３
月 日までの土日祝に﹁＊
みずひき＊和風ミサンガを
つくろう﹂︒
１００円︒各回
人︒
入場料別途要︒０７２・
２９４・０９９９

26

４月開講第７ 期みないき農業塾
人などに︑農業のプロによ
る指導や自主栽培の支援が
好評だ︒講座終了後も仲間
づくりや実習指導の応援あ
３万円▽ 歳以上対象︑定
員 人▽申し込みは２月１
日〜３月 日︵必着︶に郵
送・ファクス・メールで︒
申込書は区役所市政情報セ
ンターなどで入手か︑南区
ホームページからダウンロ
ード可︒〒５９０ ０１１

回︵南

﹁農業をめざす仲間と楽
しく学びませんか﹂と農業
者を育成する﹁みないき農
業塾﹂が第７期生を募集し
り︒﹁農ある暮らしを楽しみ
たい人︑本格的に取り組み
たい人もサポートしますの
で︑
ぜひ参加してください﹂
と代表の柴田美治さん︒
﹁おいしくて安心・安全
な野菜を作る技術の習得﹂
と﹁近隣の直売所での出荷

実習﹂を学ぶ▽講座

ている︵４月開講︶
︒
南区役
所と市民団体の協働による
堺版新しい公共創出事業で
年に第１期が始まった︒
農業を始めたい人や︑農業
の知識や技術を高めたいと
考えている人︑家庭菜園・
市民菜園などに興味がある

書道や陶芸など力作 点

仲間と英語で楽しく

季の会﹂のメンバーが結成︑ 曜の午前中に活動中︒問い
自由な画材・画題で制作に 合わせは山口さん０７２・
取り組んでいる︒和泉シテ ２９３・０７０７
健老大作品展パンジョで１〜４日
ィプラザで毎月第１・３金
また︑いづみ健老大学で
は新入生募集説明会を開く︒
講座内容や運営について説
第２・４水曜竹城台の英会話カフェ
明︑入学案内・願書を配布
０９０・３８４
ケアラーズカフェ﹁つど み物付き︶︒
する︒ 日・２月 日・３
月９日各３時〜４時︒泉ヶ い場わっ香﹂が第 ・ 水 ９・８９３１
丘センタービル４階で︒問 曜 時〜
ほーぷサロンで英会話カフ
ェを開催︒老若男女が教材
を持ち寄り︑自由なスタイ

いづみ健老大学が︑学習
の成果を発表する第 回大
学祭作品展を２月１日〜４
日にパンジョホールで開く︒
時〜５時︵初日は１時か
ら︑最終日は４時まで︶
︒
入場無料︒
い合わせは事務局０７２・
２９９・１４５４︵水〜土
曜の 時〜３時︶

＊
日〜２月３日︑
作品展
南図書館ロビー
で﹁四季の会の仲間たち﹂
が絵画作品展を開催︒時間
は図書館の開館時間に準ず
る︵初日は 時から︑最終
日は４時まで︶
︒

＊
２月３日
泉北文学の会
１時半〜

時半︑竹城台の
２月３日は
﹃朝が来る﹄

出展するのは︑
書道漢字・
書道かな・墨彩画・絵画・
絵画研究・陶芸・俳句・木

の作品展︒同大学では３月
日まで︑春の新入学申し
込みを受け付け中︒会場で
希望者に入学案内を配布す
るほか︑１日１時〜４時と
２〜３日 時〜３時には入
学手続きも可能︒

＊
日
泉北軽登山クラブ
に甲
かん の う じ
山＆神呪寺︒初級︵らくら
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27
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26

31

30

65

11

参加費１回４００円︵飲

23

20

南図書館で
絵画作品展

4

む ろ

０８００

２月３日 時〜２時半に
クラフト教室︒テーマはい
ろんな種を使った工作︒１
作品につき 円要︒開催時
間中に森の館で受け付け︒
問い合わせ０７２・２９０・

＊
堺自然ふれあいの森

種を使った工作

２時︑南図書館で﹁百舌鳥・
古市古墳群の役割﹂︒会費５
００円︒泉北歴史研究会０
７２・２９４・１７８６

＊
２月
南図書館歴史講座
７日

古墳群の役割

学文路駅改札前集合︒雨天
中止︒弁当・水筒・雨具・
観察用具持参︒参加費２０
０円︵会員１００円︶︒炭田
さん０７２・２２０・０４
７９

か

鳥会︒
９時半に南海高野線・

24

18

16

11

彫工芸を学ぶ学生ら１８２
人︒合わせて２５１点の力
作が並ぶ︑見応えたっぷり

28

ルで英語を学んでいる︒
現在メンバーは約 人︒
英語が苦手な人から長期海
外生活経験者まで︑様々な
人が集う︒講師はおらず︑
メンバー同士で日常の生活
を英語で紹介しあったり︑
宿題の答え合わせや︑ＣＤ
でネイティブの会話を聞き
ながらお茶を楽しんだりす
る︒

26

同会は昨年解散した﹁四

10

50

−

54

27

40

23

27

251

26

27

23

30

10

13

10

30

募集説明会を開催
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