月２日︑エコールいずみア
ムゼ広場で開催される︒雨
天決行︑入場無料︵飲食代
は別途︶
︒
世界の歌・踊り・
演奏のパフォーマンスや︑
各国料理・雑貨の模擬店な

バザーや軽食

竹城台で１日
＊
６
月１
ほーぷマルシェ
日 〜

７日まで︒
募集テーマは︑﹁鉄道風景﹂
部門と﹁人・沿線風景﹂部

惣美術館で︒入館料のみ要︒ 海カレンダー﹂に掲載する
▽６月１日＝﹁音楽のブレ 写真を募集している︒６月
ん︑武田佳美さん▽２日＝
﹁風にのって／初夏のコン

門︒募集点数はそれぞれ
作品と 作品程度︒
﹁鉄道風景﹂は必ず同社

よし み

１時半︑ほーぷサロン︵竹
城台３丁４番３号︶でほー

サート﹂出演は︑音楽ユニ
ット﹁びばる〜ん﹂︒ギター・
山本天馬さん︑チェロ・堀

入館料のみ要︒問い合わせ
０７２５・ ・０００１

＊
ミュージアムコンサート

久保惣で１・２日

南海電鉄

鉄道写真を募る

カレンダー用の

﹁２０２０南

＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

いずれも２時から︒久保

衣類や日用品を

＊
国際エ
バザー用品募集
ンゼル
協会が６月 日︵ 時〜２
時︶にエコールいずみアム
ゼモール１階で行われるチ
ャリティーバザーに向けて
物品を募集している︒新品
衣類・日用品・台所用品・
食料品︵生もの不可︶
・新品
カバンなど︒電化製品や家
具︑人形︑使用済みの食器
類は不可︒バザーの収益は
開発途上国︵主にバングラ
デシュ︶の子供と女性の自
立のために役立てられる︒
篠原さん０７２・２９９・
６４４４︑橋本さん０７２
５・ ・８１３０

城山台３丁の Space
かん
なびで６月８〜９日 時〜
５時︑佳子の墨文字教室

城山台で墨文字展
６月２日 時〜２時半に
クラフト教室︒テーマ﹁竹
を使った工作﹂︒小枝や木の

＊
堺自然ふれあいの森

竹を使った工作

中止︒会員外の人は事前に
連絡を︒藤川さん０９０・
８２３１・６６８１

〜花園ラグビー場︒ウォー
キング︑約８キロ︒ 歳以
下限定︒２００円要︒雨天

＊
６月２日に
泉北山歩会
近鉄石切駅

２日は石切駅〜

８５６

０円増︶︑小中高生は千円︒
未就学児入場不可︒全席自
由︒０８０・３７７１・４

メリカ﹂など︒弦楽四重奏
の魅力をたっぷり届ける︒
一般２５００円︵当日５０

四重奏曲第 番変ロ長調Ｋ． つき 円要︒開催時間中に
どが楽しめる︒
０７２・
当日は外国人のための１ ４５８﹁狩﹂︑ドボルザーク 森の館で受け付け︒
日無料相談サービスも実施︒ の弦楽四重奏曲第 番ヘ長 ２９０・０８００
調作品 ︑Ｂ．１７９﹁ア
問い合わせは和泉市人権・
男女参画室０７２５・ ・
８１１５

泉ヶ丘〜区役所の側道

ごう﹂主催のスーパースト
リングスコンサート﹁澤ク
ヮルテット大阪狭山公演﹂
を開催︒小ホールで２時︒
現東京藝術大学学長の澤和
樹氏率いる澤クヮルテット
は︑第一・第二バイオリン

６月２日︑さやかホール
で︑音楽愛好家協会﹁こん

２日弦楽四重奏

＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

さやかホールで

しょうと呼び掛ける︒三木
さん０９０・６２０５・５
７４６

ゴミ拾いをしよう
ゴミを拾って泉北を清潔
で明るい街にしようとゴミ
拾いの活動をする﹁誇れる
堺を創る会・ごみを拾わな
くていい街・堺を創り隊︵ぷ
んぷんネット︶
﹂
が︑クリー
ン作戦の参加者を募集して
いる︒６月８日９時半〜
時半︵雨天は９日︑両日雨
天は中止︶
︒泉ヶ丘駅から栂・

美木多駅までの泉北１号線
側道を掃除︒いずみがおか
広場集合︑南区役所解散︒
ゴミバサミ・軍手・飲みも
の・タオル・筆記用具持参︒
交歓会参加者は弁当も︒
新規メンバー募集︒興味

周年記念展﹁墨を楽しむ小

応募の詳細は営業部﹁南
海カレンダー﹂写真募集係
・６６４４・７１５５

る写真︒スペースの関係上︑
縦位置のものが推奨︒
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ンド﹂︒出演は︑桑原謡子さ

ぷマルシェを開催︒軽食︵パ
エリア・玉葱スープ︶︑コー

内徹三さん︑カリンバ・井
谷清子さん︒井谷さん０９
０・９８７１・５８１４︒

の鉄道車両が写っている横
位置の風景写真︒﹁人・沿線
風景﹂は同社沿線を舞台と
し︑人物や風景が写ってい

なんやかんやのイベント情報満載

駐車場の都合上︑事前申
し込みが必要︒ 日締め切
り︑先着順︒申し込みは氏
名︑連絡先︑参加する大人

ヒー︑紅茶︑お菓子などの
販売︒他に不用品バザー︑
途中退場不可︶
︒
汚れてもい と子供の人数を大泉さん０ 雑貨販売︑さをり織りなど︒
い服装︵長袖︶
︑帽子着用︒ ９０・４４９９・４０８３ 駐車場なし︒近くのコイン
飲み物︑タオル︑着替え持 または
パーキングの利用を︒０７
amisouta513@yahoo.
参︒参加費︵保険込︶は大
２・３７０・２５６１
まで︒
co.jp
人３００円︑
子供２００円︒

日︑
先着順で受付

田植えをしたい人募る
釜室で
６月 日︑釜室の有機田
で田植え体験が行われる︒
畑ＫＩＴＣＨＥＮ結︑農と
里山自然の学校による共催︒
有機歴 年の田に裸足で入
り苗を植える︒
畑ＫＩＴＣＨＥＮ結の駐
車場に集合︒９時開始︑
時終了︵駐車場の都合上︑

５日は交野へ
＊
６月５
初心者の山歩き
日に
﹁星
のブランコ﹂︵交野方面︶
︒
時に地下鉄淀屋橋駅北改札
口の外集合︒弁当・飲み物・
帽子・雨具・交通費持参︒
雨天中止︒無料︒南大阪山
歩きの会０７２・２９４・
１７８６

６日は尼崎へ
＊
６月６日
堺泉州散策会
に﹁尼崎
ぶらぶら﹂
︒ 時に近鉄難波
駅改札前集合︒弁当・飲み
物・雨具・交通費持参︒雨
天中止︒無料︒堺泉州散策
会０７２・２９４・１７８
６

世界の文化や
料理を楽しむ
和泉中央で２日
世界のさまざまな文化を
体験できる﹁いずみワール

実を使って工作︒１作品に

13

品展﹂が開かれる︒無料︒
書道ではなく︑墨を楽しむ
同教室︒手で文字を書くち

ょっとした緊張感や筆の心
地よい感触を感じながら制
作した作品を展示︒指導す

る西村佳子さんは︑ひらが
なにこだわる独自の世界を
展開中の書家︒ 年〜 年
のＦＩＦＡクラブワールド
カップ公式パンフレットに
揮毫し︑世界に書を発信︒
また︑両日２時〜３時半︑
﹁書のワークショップ﹃万

２９６・２７２９

ル space-kannabi2009@nike.
eonet.ne.jp
＊
６月３日〜 日
作品展
９時〜６時︵日・
祝休み︶︑赤坂台センター内
﹁農家の台所﹂で谷口章江
絵画展を開催する︒問い
合わせは谷口さん０７２・

３２８８・３０９４︑メー

費千円︵お茶付き︶︒ Space
かんなび０７２・２９１・
３３６３︑片岡さん０９０・

葉集を書く﹄﹂も有り︒参加

08

29

11

にビオラ︑チェロの弦楽四
重奏︒モーツァルトの弦楽

06

16

のある方は一緒に活動しま

05

12
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13
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11

ド・フェスティバル﹂が６
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10
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６月８日
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