




イベントカレンダー

E V ENT
CA L ENDAR

まちびらき50周年は、

楽しいイベントがいっぱい。

さらに詳しい情報はイベント開催日の

1ヶ月前を目安に特設ウェブサイトに掲載します。

50周年特設サイトまで

5/7（日）

緑道カフェ

 ～LOTUS café in 大蓮公園～

日時 10:00～14:00

大蓮公園場所 泉ヶ丘エリアエリア

緑道カフェプロジェクト主催

無料入場

E-mail : iwt@live.jp問合

例えば、「ある休日」にふらっと緑道を散歩。

豊かな緑に包まれた緑道沿いの小さなコーヒー

ショップで、コーヒーを飲みながら、ポケットから

出した文庫本を読みふける。そんな休日の過ごし

方を提案するLOTUS caféがオープン！

5/14（日）

「ダンボール わっくわく
  大作戦!!」 in みどりのつどい

日時 10:00～12:00① 1３:30～15:30②

西原公園場所 栂・美木多エリアエリア

500円/人（要申込）参加費

あそびでつなげる“ひとつむぎ”主催

あそびでつなげる“ひとつむぎ”事務局

E-mail : hitotsumugi2017@gmail.com

問合

かんがえて、つくって、あそんで、こわして、かたづける「パン

ダンボール（パンダのダンボール）」をつかったあそび場

づくり。300個のダンボールをつみあげて、大きな大きな

オブジェをつくります。

こどものチカラで泉北を未来へ受け継ぐ！

 泉北誕生秘話語り

日時 5/20（土）14:00～16:00①

泉北誕生秘話語り1回目① 2回目② 3回目③

6/24（土）14:00～16:00②

7/22（土）14:00～16:00③

南区役所 2階会議室場所

栂・美木多エリアエリア 無料（要申込）参加費

まちの魅力を未来に受け継ぐ“泉北こどもかるた”主催

事務局  NPO法人すまいるセンター内
TEL : 072-299-2323 

問合

8/19（土）13:00～① 8/20（日）13:00～②

資源発掘① かるた50項目を選定②

日時

南区役所 2階会議室場所 栂・美木多エリアエリア

無料（要申込）参加費

まちの魅力を未来に受け継ぐ“泉北こどもかるた”主催

事務局  NPO法人すまいるセンター内
TEL : 072-299-2323

問合

泉北ニュータウンの資源を掘り起こし、「泉北かるた」を

制作するために、泉北ニュータウンの誕生秘話をテーマ

にしたシンポジウムを開催します。

”泉北・ファーム”

 野菜栽培体験＆収穫祭

6/18（日）、6/25（日）、7/2（日）、7/9日（日）①

7/23（日）、7/30（日）9:00～11:00②

野菜栽培体験① 収穫体験②

日時

みないき農業塾圃場（南区畑地区）場所

泉ヶ丘エリアエリア 1,000円（要申込）参加費

“泉北・ファーム”プロジェクト主催

事務局  みないきファーム推進会内
TEL : 080-3430-4511

問合

緑豊かな南区畑の「みないき農業塾」圃場で、野菜の栽培

や収穫の体験会を実施します。野菜づくりを始めたい人、

美味しい野菜づくりをしたい人を対象としています。
子どもからシニア、そして障がいのある人まで、緑道を中心に泉北をウォークすることで、

健康への意識づけと住民同士の交流を深め、泉北の近隣資産の魅力を再発見します。

泉北吉本新喜劇の舞台に上がろう！！

 オーディション＆前座選考会  開催！

特別出演者のオーディション①

城山台方面①

赤坂台方面②

原山台方面③

選考会「泉北お笑い王決定戦」②

日時 8/6（日）① 8月下旬②

日時 5/28（日）10:00～（受付時間 9:00～）①

6/25（日）10:00～（受付時間 9:00～）②

光明池エリア① 栂・美木多エリア② ③

7/9（日）10:00～（受付時間 9:00～）③

光明池駅前①

南区役所前② ③

SAKAI散走フォーラム①

散走体験会②

南区役所 2階会議室① 南区内②

南区役所 2階会議室①

調整中②

場所

栂・美木多エリアエリア 無料（要申込）参加費

みんなが主役！泉北吉本新喜劇プロジェクト主催

勝手に泉北50!事務局
E-mail: sembokuyosimotosinkigeki@gmail.com

問合

11月23日（木・祝）に泉北吉本新喜劇を開催します。その舞台に

出演する特別出演者のオーディションと、前座（漫才やコント等）への

出場権を賭けた選考会「泉北お笑い王決定戦」を開催します。

7月下旬 ～ 8月頃

茶山台団地で

「秋のレモン植樹祭に向けての土地づくり」

日時

大阪府住宅供給公社　茶山台団地場所

無料（要申込）参加費

泉ヶ丘エリアエリア

泉北レモンの街ストーリー@公社茶山台団地主催

泉北レモンの街ストーリー事務局

E-mail : senboku@lemon-organic.net
問合

公社茶山台団地の敷地にレモンの苗木を植樹し、地域

のみなさんと一緒に栽培し、成長を楽しみます。秋の

植樹祭にむけて、土地づくりなど、レモンの苗木植樹

のための準備を行うワークショップを開催します。

5/14（日）

CoderDojo堺 ＠泉北開催

日時 10:00～12:30

泉ヶ丘センタービル場所 泉ヶ丘エリアエリア

無料（要申込）参加費

子どもプログラミングサポーター
100人プロジェクト（CoderDojo堺）

主催

E-mail : 
  coderdojosakai@googlegroups.com

FBページ ： 
  https://www.facebook.com/coderdojo.sakai/

問合

子どもの自主性を尊重し、パソコンを使った自学自習の

寺子屋方式のプログラミングクラブ。楽しむコツは「こうい

うものを作りたい」イメージを持って参加することです。未

経験者は、簡単なゲーム作りから一緒に始めませんか？

6/24（土）

ダンスフェスタin泉ヶ丘2017

日時 14:00～

いずみがおか広場　野外特設ステージ場所

泉ヶ丘エリアエリア

無料観覧

泉ヶ丘ライブタウン会議主催

泉北ニュータウン再生府市等連携協議会

TEL : 072-228-7530
問合

泉北ニュータウン周辺高校のダンス

部が出演し、日頃の練習の成果を

発表します。当日はゲストダンサーに

よるダンスパフォーマンスもあります。

5/14（日）

みどりのつどい2017
 泉北NT50th

日時

西原公園場所

栂・美木多エリアエリア

無料入場

みどりのつどい実行委員会主催

泉北ニュータウン学会（すまいるセンター内）
TEL : 072-299-2323

問合

楽しい縁日コーナー、子どもバザー、子ども体験

ブース、食べ物ブース、フリーマーケットなど盛り

だくさん、今年はお洒落な雑貨村も出現します。

子どもから高齢者まで世代を超えて楽しめます。

7月上旬

泉北ニュータウンまちびらき

 50周年記念シンポジウム

日時

南区役所 2階会議室場所

栂・美木多エリアエリア

無料（申込不要）参加費

泉北ニュータウンまちびらき
50周年事業実行委員会

主催

堺市ニュータウン地域再生室
TEL : 072-228-7530

問合

「泉北の未来」をテーマとした

シンポジウムを開催します。

こどものチカラで泉北を未来へ受け継ぐ！

 小学生＆大学生＆地域の知恵袋
  かるた50製作ワークショップ

泉北誕生秘話語りを通じて再発見されたまちの魅力や

資源を伝える「かるた」の製作をワークショップ形式で行

います。地元の小学生から地元シニアが集まります。

秋には「泉北こどもかるた大会」を開催します。

８月上旬

泉北ファーマーズマルシェ

日時

いずみがおか広場場所

泉ヶ丘エリアエリア

“泉北・ファーム”プロジェクト主催

無料入場

事務局  みないきファーム推進会内
TEL : 080-3430-4511

問合

いずみがおか広場において、各市民企画

が合同で駅前マルシェを開催します。

畑、上神谷、鉢ヶ峯、泉田中、美木多など

近隣の農家の野菜の販売やカフェの出店、

様々なイベントなどを開催します。

（雨天の場合 5/21に延期）

“緑道ウォーク”で

  住民の健康と交流づくり
   ～近隣資産の魅力再発見～

集合場所

エリア

300円（保険代、健康チェック、抽選会含む・申込不要）参加費

ひと・まちプロジェクト主催

TEL : 090-8368-3549問合

6月上旬

田んぼにGO！畑にGO！

日時

泉ヶ丘エリアエリア

南区役所  企画総務課主催

広報及びHP参照参加費

TEL : 072-290-1800問合

鉢ヶ峯寺の田んぼで、小学生

以上の方を対象に6月に田植え

体験を行い、南区の豊かな自然

に触れる機会を創出します。

日時や参加方法は広報みなみ

5月号及び南区HPに掲載します。

南区鉢ケ峯寺の田んぼ場所

SAKAI散走フォーラム＆散走体験会 in 南区

日時

場所

エリア

無料（要申込）参加費

堺自転車環境共生まちづくり企画運営委員会主催

堺市 自転車まちづくり部 自転車企画推進課
TEL : 072-228-7636

問合

南区内に点在する魅力スポットを発掘し、

自転車で楽しむ散走コースを作成。

後日、作成した人たちで実際に体験していただきます。

6/25（日）

みなみ  ふれあい  お楽しみ  ひろば
★バザー＆フリマ・

　ちびっこパーク・パンまつり★

日時

泉ヶ丘エリアエリア

無料入場

みなみふれあいお楽しみひろば実行委員会主催

南区役所自治推進課

TEL : 072-290-1803
問合

地域への愛着を深め、区民の交流を促進

します。家族で楽しめるイベントです。

無料駐車場もあります。

旧高倉台西小学校場所

市民企 画

市民企 画

市民企 画

市民企 画

市民企 画 市民企 画

市民企 画

市民企 画

市民企 画

泉ヶ丘エリア 栂・美木多エリア 光明池エリア

4/30（日）

泉北ニュータウン

 まちびらき50周年事業
  オープニングイベント

詳しくは、本誌6ページをご覧ください。

日時 13:00～

ビッグ・アイ　多目的ホール場所

泉ヶ丘エリアエリア

無料（申込不要）参加費

泉北ニュータウンまちびらき
50周年事業実行委員会

主催

堺市ニュータウン地域再生室
TEL : 072-228-7530

問合

日時

オープンガーデンさかい 2017

無料入場

オープンガーデンさかい2017主催

竹城台、赤坂台、御池台、新檜尾台、美木多の5地域で、個人のお庭や

公園、事業所等の花壇を一般公開します。日時は地域により、異なります

ので詳しくは堺市公園協会ホームページのイベント情報をご覧ください。

場所

泉ヶ丘エリア、栂・美木多エリア、光明池エリアエリア

（公財）堺市公園協会

TEL : 072-245-0070
ホームページ : http://www.sakai-park.or.jp/

問合

「和泉の国の歴史を歩く」①

「泉北史を歩く」②

日時 4/9（日） 受付時間 9:30～9:45①

5/7（日） 受付時間 9:30～9:45②

4/8（土）、4/9（日） 10:00～17:00（竹城台のみ9:00～）①

5/13（土）、5/14（日） 10:00～17:00②

光明池駅前①

ビッグバン前広場②

竹城台、赤坂台、御池台、新檜尾台①

御池台、新檜尾台、美木多②

光明池エリア①

泉ヶ丘エリア②

泉北沿線てくてくウォーク

集合場所

エリア

無料（申込不要）参加費 泉北高速鉄道主催

TEL : 072-296-5119問合

4/29（土） 受付時間 10:00～10:30

朝日・おおさか南北ウォーク

日時

ビッグバン前広場集合場所

泉ヶ丘エリアエリア

無料（申込不要）参加費

泉北高速鉄道主催

TEL : 072-296-5119問合

4/29（土）～ 5/7（日）

第1回こども絵画コンクール
「こうなって欲しい

  泉ヶ丘の未来の姿」展示会

日時

泉ヶ丘ひろば専門店街場所

泉ヶ丘エリアエリア

無料観覧

主催

南海電気鉄道株式会社 泉ヶ丘事業部
TEL : 072-291-3961

問合

3歳から小学校6年生までの子どもたちに

呼びかけて開催した絵画コンクールの

応募作品518点を展示します。

最優秀賞：

うちゅうでんしゃに

のりたいね

泉北沿線の名所・史跡を歩くハイキングイベント「泉北

沿線てくてくウオーク（泉北史を歩く）」を開催します。

リレーハイキング第2回

「【まちびらきから半世紀の

泉北ニュータウンを訪ねる】新緑の

ニュータウンの緑道といにしえ

の街道を歩く」を開催します。

6/25（日）

堺よさこいかえる祭り

日時 10:00～18:00

10:00～16:00 いずみがおか広場

ビッグ・アイ 多目的ホール
ビッグバン前広場

場所

泉ヶ丘エリアエリア 無料観覧

堺よさこいかえる祭り実行委員会主催

TEL : 080-4760-4351問合

よさこい鳴子踊りのチームが日ごろの

成果を発表するお祭りです。

踊りを通じて、心を癒し、明るさと元気

を取り戻し地域のふれあいをつくります。

各イベントの申込、

問合せ先などの情報は

www.senbokunewtown50th.com

泉ヶ丘産学官連携事業「HIRO-UNI5」
ヒロ ユニ

5/27（土）14:00～17:30①

6/10（土）10:00～②

栂・美木多エリア①

泉ヶ丘エリア、栂・美木多エリア、光明池エリア②

9:00～11:00

泉北ニュータウンまちびらき50周年事業は、
12月まで続きます

（9月以降のイベントは秋冬号に掲載します）

時間未定

10:00～16:00















イベントカレンダー

E V ENT
CA L ENDAR

9 Sep t embe r

10 Oc tobe r

まちびらき50周年は、

楽しいイベントがいっぱい。

さらに詳しい情報はイベント開催日の

1ヶ月前を目安に特設ウェブサイトに掲載します。

泉ヶ丘エリア

泉北外

栂・美木多エリア 光明池エリア

9/30（土）

泉北レモン植樹祭
 ＠公社茶山台団地

日時

公社茶山台団地（茶山台2丁1-19棟）
19棟集会所前広場

場所

泉ヶ丘エリアエリア

泉北レモンの街ストーリー@公社茶山台団地主催

無料（要申込）参加費

泉北レモンの街ストーリー（担当：苅谷）問合

公社茶山台団地の敷地に、地域の皆さんと一緒に

レモンの苗木を植樹、栽培し、成長を楽しみます。

10/14（土）

泉北ニュータウン
  フォトロゲイニング2017

日時

いずみがおか広場集合場所

泉ヶ丘エリア、栂・美木多エリア、光明池エリアエリア

株式会社サンケイリビング新聞社・アクトレップ主催

大人1,500円　子ども700円（要申込）参加費

サンケイリビング新聞社大阪営業部・

泉北ニュータウンフォトロゲイニング2017事務局
（土・日曜・祝日をのぞく、10:00～17:00）

TEL：06-6647-2570

問合

得点が記載された地図と写真見本をもとに、時間内

にチェックポイントをまわって写真を撮影し、点数を

集めます。幼児からシニアまで、それぞれのペースで

泉北ニュータウンエリアの見所を気軽に楽しめます。

10:00～16:00（開場 8:45）

10/15（日）

泉北の“真の名所”を歩く

日時

いずみがおか広場集合場所

泉ヶ丘エリアエリア

NPO法人いづみ健老大学主催

500円（要申込）参加費

TEL：072-299-1454問合

郷土史家・檜本先生の案内とともに泉北の“真の名所”

を見て歩くウォーキング。泉ケ丘駅から須恵器窯跡

や櫻井神社などを歩きます。

13:00～16:00（集合 12:30）

10/14（土）

田んぼにGO！畑にGO！【収穫】

日時

南区鉢ヶ峯寺の田畑（コスモス館付近）場所

泉ヶ丘エリアエリア

堺市 南区役所 企画総務課主催

広報みなみ9月号及び南区HP参照参加費

TEL：072-290-1800問合

鉢ヶ峯寺の田んぼにおいて、「上神谷米ヒノヒカリ」

の稲刈りなどの収穫体験イベントを実施します。

また、黒えだまめ採りやさつまいも掘りも行ないます。

10:00～16:0010/20（金）～22（日）

ひろばマルシェ
～泉ヶ丘に雑貨村がやってきた～

日時

いずみがおか広場場所

泉ヶ丘エリアエリア

南海電気鉄道株式会社

プロジェクト推進室 泉北事業部
主催

無料入場

TEL：072-295-7121問合

泉ヶ丘駅前のにぎわいづくりを目的に、近隣・南海

沿線から手づくり雑貨の物販ブースやおいしい

グルメがいっぱいのキッチンカーが出店します。

各回　9:00～1 1 :00（予定）

“泉北・ファーム”
  秋・冬野菜栽培＆収穫体験

日時

南海バス泉ヶ丘（南側）バス2番乗り場（8:20集合）集合場所

泉ヶ丘エリアエリア

“泉北・ファーム”プロジェクト主催

各回300円（要申込／1回・複数回・全回の選択可）参加費

事務局　みないきファーム推進会内

TEL：072-289-7139
問合

緑豊かな南区畑の「みないき農業塾」圃場で、野菜

の栽培や収穫の体験会を実施します。野菜づくりを

本格的に始めたい人、有機肥料による美味しい野菜

づくりをしたい人を対象としています。

①9/24（日）、②10/8（日）、③10/22（日）A.栽培体験
④1 1/26（日）、⑤12/3（日）B.収穫体験

各回 10:30～13:30（各回お料理内容が違います）

11:00～17:00

①10/22（日）②1 1/26（日）③12/10（日）

和食だし料理講座
 ～泉北のめぐみ、いただきます～

日時

大阪ガスショールーム　ディリパ泉北場所

泉ヶ丘エリアエリア

地域密着いただきますプロジェクト主催

各回750円/人（要申込）参加費

（担当：山口）

E-mail：k.itadakimasu@gmail.com
問合

和食の味の決め手となる滋味豊かな本物の“和食だし”

を使った料理講座と、泉北産の食材を使った親子向け

のワークショップを、大阪ガスと共催で開催します。

対象は、保護者と小学生（保護者1名につきお子様

2名まで）です。

10/7（土）

森の音楽会

日時

堺自然ふれあいの森場所

泉ヶ丘エリアエリア

堺自然ふれあいの森主催

無料入場

TEL：072-290-0800問合

「Skylish」による音楽会です。フィドル・アイリッシュ

フルート・カホン・バウロンなどの世界の民族楽器を

使って演奏します。子どもから大人まで楽しめる

音楽会です。

13:30～14:3010/7（土）

せんぼくトレインフェスタ2017

日時

泉北高速鉄道  光明池車庫場所

光明池エリアエリア

泉北高速鉄道株式会社主催

無料入場

TEL：0725-57-3278問合

普段入場できない光明池車庫で、電車やメンテナンス

車両などを見学できます。鉄道グッズ（泉北・南海

他）販売・鉄道模型展示・子どもの制服撮影などが

楽しめます。

10:00～15:00（入場は14:30まで）

①9/30（土）11:00～13:00 ②12月頃

①「ダンボール わっくわく 大作戦!!」
　 in 公社茶山台団地
②サンタになって「ひみつのクリスマス 大作戦!!」

ひとりじゃできない
 オウチじゃできない

 みんなであそぶ「むれあそび」

日時

①公社茶山台団地

②ビッグバン前広場

場所

①②泉ヶ丘エリアエリア

あそびでつなげる“ひとつむぎ”主催

500円（要申込）参加費

E-mail：hitotsumugi2017@gmail.com問合

公社茶山台団地でダンボールを積み上げたり、冬にはサンタ

の格好をしたり、その日だけの遊び場を作ります。何を

するかは当日のお楽しみ♪子どもも大人も一緒にあそぼう！

9/3（日）

泉北沿線てくてくウォーク
 第3回「泉北の公園から
『西高野街道』をめぐる」

日時 （受付時間 9:30～9:45）

ビッグバン前広場集合場所

泉ヶ丘エリアエリア

泉北高速鉄道株式会社主催

無料（申込不要）

泉北高速鉄道　ハイキング担当

TEL：072-296-5119
問合

緑に包まれた泉北の緑道から由緒ある社寺をめぐり、

高野参詣の本道として賑わった西高野街道を歩く

歴史散歩コースです。

①10/1（日）10:00～（受付時間 9:00～）
②1 1/5（日）10:00～（受付時間 9:00～）
③12/17（日）10:00～（受付時間 9:00～）

①上神谷方面　②宮山台方面　③槇塚台方面

“緑道ウォーク”で住民の健康と交流づくり

   ～近隣資産の魅力再発見～

日時

①②③いずみがおか広場集合場所

泉ヶ丘エリアエリア

300円（保険代、健康チェック、抽選会を含む）
（申込不要）

参加費

ひと・まちプロジェクト主催

（担当：高井）TEL：090ｰ8368ｰ3549問合

子どもからシニア、障がいのある人まで、緑道を中心

に泉北をウォークすることで、健康への意識づけと

住民同士の交流を深め、泉北の近隣資産の魅力を

再発見します。

①9/17（日）②10/15（日）③1 1/5（日）④12/3（日）

CoderDojo堺 ＠泉北開催
～子ども向けプログラミングクラブ＆

　 大人向けプログラミングサポーター説明会～

日時

10:00～12:30（子ども向け）
13:00～15:00（サポーター説明会・相談会）
15:00～16:30（大人向けワークショップ）

①、②、③泉ヶ丘センタービル

④帝塚山学院大学

場所

泉ヶ丘エリアエリア 無料（要申込・PC持参）参加費

参加費

子どもプログラミングサポーター
100人プロジェクト（CoderDojo堺）

主催

CoderDojo堺問合

子ども向けプログラミングクラブを毎月開催しています。

見学だけでも大歓迎！あなたもサポーターになって、

子どもたちと一緒にプログラミングを楽しみませんか？

9/26（火）

卵・乳製品を使わなくても
 美味しくできる！

  ハロウィンパーティー・メニュー講座

日時 ①10:15～12:15
（定員各回8名）

10:00～

②13:30～15:30

ビッグバン2階 スペースキッチン場所

泉ヶ丘エリアエリア

500円（要申込）参加費

ビッグバン・地域密着いただきますプロジェクト主催

大阪府立大型児童館ビッグバン

TEL：072-294-0999

問合

食物アレルギーがあっても大丈夫！簡単に作れて

美味しく食べられる料理講座を開催します。泉北で

採れる野菜たっぷりのメニューです。卵・乳アレル

ギーのお子様がいる保護者が対象です。

E-mail : coderdojosakai@googlegroups.com

50周年特設サイトまで

各イベントの申込、

問合せ先などの情報は

www.senbokunewtown50th.com

E-mail：senboku@lemon-organic.net

10/28（土）

ハロウィン＆ハッピーライフ（仮称）

日時

いずみがおか広場・交流広場を中心にした

泉ヶ丘駅前周辺

場所

泉ヶ丘エリアエリア

泉ヶ丘ライブタウン会議主催

無料入場

泉北ニュータウン再生府市等連携協議会

（堺市ニュータウン地域再生室内）

TEL：072-228-7530

問合

10月のハロウィンにちなみ、昨年度まで実施していた

みんなが主役のハロウィンイベントがパワーアップ！！

また、安全・安心なまちも意識し、みんなが楽しめる

イベントを実施します。

10/28（土）
10/29（日）

まちの住みかを楽しもう

日時

大蓮公園場所

泉ヶ丘エリアエリア

泉北をつむぐまちとわたしプロジェクト主催

無料入場

E-mail：senbokutumupro@gmail.com問合

住民により泉北に新たな魅力を創りだし発信する

「泉北をつむぐまちとわたしプロジェクト」が、公園

の新たな使い方を提案する2日間です。野外カフェ

やヨガ体験等、30を超えるプログラムを実施します。

11 Novembe r

受付時間　10:00～10:301 1/3（金・祝）

南海沿線ハイキングぶらり
ヘルシー特別編
「大阪みどりの百選
  美多彌神社から光明池を歩く」

日時

光明池駅前集合場所

光明池エリアエリア

南海電気鉄道株式会社・泉北高速鉄道株式会社主催

無料（申込不要）参加費

泉北高速鉄道　ハイキング担当

TEL：072-296-5119
問合

南海沿線のイチ押しスポットや穴場を巡る、山あり、

街あり、歴史あり、魅力満載のハイキングです。四季

折々の風情をたっぷり満喫しましょう！

市民企 画

市民企 画

市民企 画 市民企 画 市民企 画

市民企 画

市民企 画



12:00～14:00

10:00～16:0011/12（日）

第21回南区ふれあいまつり

日時

西原公園グラウンド・南区役所・栂文化会館場所

入場

栂・美木多エリアエリア

南区ふれあいまつり実行委員会主催

無料

堺市 南区役所 自治推進課
TEL：072-290-1803

問合

南区の皆さんのふれあいや交流の場として、南区

ふれあいまつりを開催します。南区自治連合協議会

が中心となって、模擬店の出展や野外ステージでの

催し、絵画フォト展も実施します。
1 1/5（日）

子どもカンフー＆シルバー世代の太極拳

日時

いずみがおか広場場所

泉ヶ丘エリアエリア

NPO法人いづみ健老大学主催

無料観覧

TEL：072-299-1454問合

子どもたちと、お父さんお母さんによるカンフーや、

いづみ健老大学太極拳部とそのOBによる太極拳

の演武を披露します。

12月頃

産学官連携事業　桃山学院大学
 調査報告＋トークセッション

 「ニュータウンにおける若者の幸福とは」

日時

泉ヶ丘センタービル場所

泉ヶ丘エリアエリア

泉ヶ丘産学官連携事業「HIRO-UNI5」主催

無料（申込不要）参加費

南海電気鉄道株式会社

プロジェクト推進室　泉北事業部

TEL：072-295-7121

問合

桃山学院大学・社会学部の学生が、南海電鉄や

堺市と意見交換を行い、社会調査を実施します。

泉ヶ丘が魅力的なまちになるための提案を行い、

地域の方も交えたトークセッションを開催します。

12/16（土）午後日時

栂文化会館 ホール （定員：約700人）場所

無料（要申込）参加費

泉北ニュータウンまちびらき５０周年事業実行委員会主催

事務局　堺市ニュータウン地域再生室内

E-mail : sn1216@npo-sein.org
問合

第1部  50周年事業のふりかえり

第2部  泉北の子どもたちによる発表会
         「未来の主役は子どもたち」

第3部  泉北出身で活躍している著名人からのビデオレター
          「夢と希望のメッセージ」

内容

10:00～16:0011/18（土）

第16回  ちょっくらわくわくまつり

日時

ビッグバン前広場場所

泉ヶ丘エリアエリア

ちょっくらわくわくまつり実行委員会主催

無料入場

事務局 せんぼく障害者作業所内
TEL：072-296-4520

問合

堺市南区の障がい者作業所が中心となって開催する

催しです。縁日やバザー、抽選会、ステージイベント、

フリーマーケットなど、様々な企画を行います。

1 1/18（土）

泉北ファーマーズマルシェ 

日時

いずみがおか広場場所

泉ヶ丘エリアエリア

“泉北・ファーム”プロジェクト主催

無料入場

事務局　みないきファーム推進会内

TEL：080-3430-4511
問合

いずみがおか広場において、各市民委員が合同で

駅前マルシェを開催します。近隣の農家の野菜販売や

カフェの出店、イベントなどを開催します。

13:00～15:00（受付時間 12:30～）12/2（土）

泉北こどもかるた大会

日時

南区役所2階会議室場所

栂・美木多エリアエリア

無料（要申込）観覧

まちの魅力を未来に受け継ぐ“泉北こどもかるた”主催

事務局　NPO法人すまいるセンター内
TEL：072-299-2323

問合

泉北秘話語りを通じて泉北ニュータウンの資源を

再発見し、制作した「泉北かるた」。出来たてほやほや

の「泉北かるた」を使ったかるた大会を開催します。

12/3（日）

泉北沿線てくてくウォーク
 第4回「泉北から狭山池を歩く」

日時 （受付時間 9:30～9:45）

ビッグバン前広場集合場所

泉ヶ丘エリアエリア

無料（申込不要）参加費

泉北高速鉄道株式会社主催

泉北高速鉄道　ハイキング担当

TEL：072-296-5119
問合

自然あふれる公園が点在する緑道づたいに、陶器山へ

と向かいます。尾根道沿いに、歴史の道・あまの街道

を進み、日本最古のダム式ため池である狭山池へ至る

コースです。

12/16（土）

第9回
 ｍｉｎａｍｉキャンドルナイト

日時

西原公園グラウンド、西原公園緑道場所

栂・美木多エリアエリア

堺市 南区役所 企画総務課主催

無料入場

TEL：072-290-1800問合

南区の冬の風物詩として定着してきたm i n a m i

キャンドルナイト。今年も、思い出に残るような

キャンドルの地上絵や打ち上げ花火などを行います。

子どもから高齢者まで、世代や地域を越えてお楽し

みいただけます。

16:00～20:00
12月頃

泉北おすすめデートスポットを
「＃泉北デート」で発信

日時

泉ヶ丘エリア、栂・美木多エリア、光明池エリアエリア

大学生発！ 意外とステキ★
泉北デートスポットプロジェクト

主催

無料（申込不要）参加費

E-mail：senboku.date@gmail.com問合

泉北に住んでいる人や来たことのない人、学生や夫婦、

誰もが行ってみたくなるようなデートスポットを泉北

高速鉄道の車内や駅構内に掲出します。Instagram

でもハッシュタグ「＃泉北デート」をつけて発信します！

11/19（日）

地域に開かれた
 コワーキングスペースの開設

日時

新檜尾公園場所

光明池エリアエリア

暮らし はたらき つながる箱プロジェクト主催

500円（要申込）参加費

事務局 西紋一級建築士事務所内（担当：西恭利）
E-mail：info@saimon-live.com

問合

新檜尾公園内にシェアキッチン付きモバイルオフィス

を設置します。昼食を共同で作りながら、泉北のブレイン

たちが繰り広げる、相互に刺激し合う時と場が

誕生。ケミストリーは起こるか！？ 12/2（土）

泉北こども未来会議

日時 10:00～12:00（受付時間  9:30～）

南区役所2階会議室場所

栂・美木多エリアエリア

まちの魅力を未来に受け継ぐ“泉北こどもかるた”主催

無料（要申込）

事務局　NPO法人すまいるセンター内
TEL：072-299-2323

問合

51年目以降の泉北ニュータウンについて、未来を担

う子どもたちとワークショップ形式で、一緒に考えます。

皆さんはどのようなまちにしていきたいですか？

参加費

1 2 Decembe r

1 1/26（日）

緑道カフェプロジェクト

日時

泉ヶ丘緑道高倉台

（堺市南区高倉台4丁26番沿い）
場所

泉ヶ丘エリアエリア

緑道カフェプロジェクト主催

無料入場

E-mail：iwt@live.jp問合

緑道に1日限定のオープンカフェが開店します。ヨガ

をしたり、コーヒーを飲んだり、フランス菓子を楽しんだり。

ゆったりした休日を提案します。

10:00～14:00
昼・夕公演11/23（木・祝）

泉北吉本新喜劇

日時

栂文化会館場所

栂・美木多エリアエリア

みんなが主役！泉北吉本新喜劇プロジェクト主催

（前売り）全席2,500円入場

E-mail：sbyoshimoto@gmail.com問合

泉北オリジナルの脚本で新喜劇を開催します。座長

には石田靖さんをお迎えし、市民とともに劇を盛り上げ

ます。前座には、泉北に縁のある吉本芸人や、堺少女

歌劇団、市民漫才等が登場します。

11/19（日）

畑のご馳走　秋

日時

畑自治会館グランド（南海バス「畑下」バス停前）場所

泉ヶ丘エリアエリア

畑自治会・畑まちづくり委員会主催

無料入場

 （担当：上埜）
   E-mail：enomyu@gmail.com

問合

堺市南区の畑地区において、堺の伝統米・上神谷米

や泉北産の野菜販売、地元の有機野菜をふんだんに

使ったお弁当やシュークリームの販売など、地産地消

をテーマとしたマルシェを開催します。

9:00～12:00

11 Novembe r

13:30～15:30（開場13:00）1 1/4（土）

泉北コミュニティ大学11月講座
「南区におけるコミュニティ・スクールの

  展望と課題」

日時

南区内にて調整中場所

未定エリア

泉北ニュータウン学会主催

無料（要申込）参加費

事務局　NPO法人すまいるセンター内
（担当：小股憲明）

E-mail：omata@osaka-geidai.ac.jp

問合

南区におけるコミュニティ・スクール（地域住民が

運営に参画する小中学校）作りの現状、課題、展望に

ついて、堺市教育委員会、小中学校長、地域住民の

それぞれの立場から提言、議論していただきます。
9:30～17:15（入館は16:30まで）
1 1/18（土）～12/24（日）

企画展

「泉北丘陵―谷あいの村々とニュータウン―」

日時

堺市博物館場所

泉北外エリア

堺市博物館主催

一　般　200円
高大生　100円
小中生　  50円

観覧

堺市博物館 学芸課　TEL：072-245-6201問合

今年まちびらき５０周年を迎えた泉北ニュータウンの

形成過程や形成前の人々の営みについて紹介し、

泉北丘陵の地域のあゆみを振り返ります。

泉北ニュータウンまちびらき50周年イベント
『51年目の扉をひらく』

INFORMATION

市民企 画

市民企 画
市民企 画

市民企 画市民企 画 市民企 画

市民企 画

1 1月頃

健康長寿のまちづくりに向けた
 セミナー

日時

南区内にて調整中場所

未定エリア

堺市ニュータウン地域再生室主催

無料（申込不要）参加費

TEL：072-228-7530問合

超高齢社会に対応する医療・介護政策の話と

合わせて、緑豊かな泉北ニュータウンの長所を生かした

健康づくり、健康寿命の延伸などをテーマに専門家

による講演会を開催します。

50周年特設サイトまで

各イベントの申込、

問合せ先などの情報は

www.senbokunewtown50th.com




