
笑いヨガ　ヒフミチャン
　3 月 1 日（木）・15 日（木）
13 時 30 分～ 15 時、交野会館
（郡津駅前）。各 500 円。大笑い
して、心も体も頭もすっきりし
ましょう。［問］岡田（℡  080・
2411・6105）

はなきんくらぶ
　3月 2日（金）・23
日（金）14 時～ 16
時、ホーム明星。市内
在住の 60歳以上対象。無料（喫
茶有料）。カラオケ・囲碁など。
豊年福祉会。［問］浜崎（℡  894・
1798）

第 9回植物園市民講座
　3月 3日（土）13時～ 16時、
大阪市立大学理学部附属植物
園。入園料 350 円（中学生以下
無料）。「大阪平野の地層からみ
る森の変遷と暮らし」。［問］同
園（℡  891・2059）

サウンド会　社交ダンス交流会
　3月 4日（日）・11 日（日）・
25 日（日）・31 日（土）13 時
10 分～ 16 時 40 分、ゆうゆう
センター。各800円。巡り合い、
リボンあり。［問］畑中（℡  090・
4648・1775）

あしたへ！
　3 月 8 日（木）10 時 ～ 12
時、いきいきランド交野。100
円。発達障がいなど気になる人、
お話ししませんか。［問］中野
（℡  891・9040）

はじめてのピアノ！
　3 月 9 日（金）16 時～〈3
回〉・17日（土）9時 45～〈3
回〉・23 日（金）15 時～〈2
回〉、青年の家。3歳～大人対象。
1回 45 分 1,000 円。［問］伊藤
（℡  050・5240・4383）

枚方東部・尊延寺から三宮神社
　3 月 10 日（土）8 時 50 分、
河内磐船駅集合〈12 時まで〉。
200 円（資料代）。拝観料は自
己負担。健脚コース。古文化同
好会の歴史ウオーク。［問］村田
（℡  892・2326）

心の病を抱えた家族の方々集合
　3月14日（水）13時 30分～
16時、ゆうゆうセンター。精神障
がい者の家族対象。無料。心の病
で悩んでいる家族の人たち、参
加を。［問］雲川（℡  891・0884）

第 10回植物園市民講座
　3 月 16 日（金）13 時～ 15
時 30 分、大阪市立大学理学部
附属植物園。入園料 350 円（中
学生以下無料）。大阪市大・植
物園のツバキコレクション。
［問］同園（℡  891・2059）

ありがとう笑いヨガクラブ交野
　3月17日（土）13時 30分～
15時、ゆうゆうセンター。500
円。笑いは、心と体の健康法。誰
でもできる簡単な体操。［問］藤
谷（℡  090・3038・5085）

聴覚障がい者土曜日ピアサロン
　3月17日（土）10時～12時、
ゆうゆうセンター。無料。お茶を
飲みながら、自由に楽しく話し
ましょう。［問］障害者相談支援

センターかたの（℡  893・7006）

さをり作品展示と織り体験
　3月17日（土）10時～14時、
くらじワークセンター（東倉治
1－ 12 － 12）。体験 200 円～
（要予約）。駐車場あり。［問］同セ
ンターの中野（℡  894・0437）

憲法とくらしを考える学習会
　3月 17 日（土）14 時、ゆう
ゆうセンター。500円。講師は、
弁護士の永嶋靖久さん「改憲
と自衛隊について」。［問］松村
（℡  892・4938）

かたの写真同好会・3月例会
　3 月 18 日（日）9 時 30 分
～ 12 時、青年の家。無料。会員
募集中です。［問］松本（℡  891・
2988）

持ち寄りdeパーティ・ザ・ワールド
　3月18日（日）11時、ゆうゆ
うセンター。無料。いろいろな国
や地域の料理を楽しみ、交流し
ます。［問］交野発国際親善の輪の
長谷川（℡  090・9868・7486）

交野古文化同好会のHP大公開
　3月24日（土）10時～12時、
青年の家学びの館。200円（資料
代）。講師は立花昇会長「活動総
括」。古文化同好会の勉強会。参
加自由。［問］村田（℡  892・2326）

～ 郡津にぎわい感謝祭 ～
3月18日（日）11時～15時

［問］［問］＝問い合わせ　＝問い合わせ　℡  ℡  ＝電話番号　＝電話番号　℻  ℻  ＝ファクス番号 の略で、時間は 24 時間表記です。＝ファクス番号 の略で、時間は 24 時間表記です。

ところ　郡津多目的広場（郡津 3－ 22）〈駐車場はありません〉
内　容

▽  3月4日（日）から、郡津商工会店舗を中心としたレシートラリー
（当日は、ラリー達成者対象の抽選会を行います）

▽子どもみこしの巡行、郡津の歴史を語る「寺子屋」開催

▽子どもから大人まで楽しめるゲーム大会

▽新鮮な地場産野菜、乾物の詰め放題

▽市内飲食店によるグルメの販売
■子どもみこし参加者募集
　市内外問わず、当日参加も可能です。ぜひ、ご参加ください。
※ 3歳以下の子どもは、保護者が同伴してください。
［ 問］郡津商工会（℡  894・0687）
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5月号の「サークルボード」掲載申込締め切りは、3月30日（金）です

人口と火災・救急
1 月末の市の人口（前月比）

人　口 77,898 人（-1）
男 37,609 人（+6）
女 40,289 人（-7）

世帯数 32,209 世帯（+11）

1 月の火災と救急
火災 3件 救急 365件

※ 毎月 1日の正午、点検のため
消防サイレンを鳴らします。

サークルボードに掲載している内容は市民・団体が主催しています。行事などの参加時に生じた事象については、市が保証サークルボードに掲載している内容は市民・団体が主催しています。行事などの参加時に生じた事象については、市が保証
をするものではありません。保険加入などの詳しい内容は、主催者にお問い合わせください。敬称は略して記載しています。をするものではありません。保険加入などの詳しい内容は、主催者にお問い合わせください。敬称は略して記載しています。

「この世界の片隅に」上映会
　3 月 25 日（日）① 10 時②
13時30分、ゆうゆうセンター。
18歳以上 1,000 円・高校生以
下 500 円。当日券あり。［問］交
野教育子育てネットワークの加
治木（℡  892・3031）

懐かしの童謡を歌って元気に！
　3 月 26 日（月）13 時～ 14
時 30分、いきいきランド交野。
1,000 円。みんなで楽しく歌い
ましょう。初心者歓迎。［問］小
澤（℡  090・7103・4793）
　
大正琴！弾いてみよう
　3月 27日（火）15
時～16時・28日（水）
13 時～ 14 時、青年
の家。1 回 1,000 円。童謡な
ど、数字の楽譜で簡単に弾けま
す。［問］小澤（℡  090・7103・
4793）

おりひめ大学開講式＆学生募集
　4月 1日（日）14時、ゆうゆ
うセンター。全学生と入学を検
討している人対象。無料。詳し
くは、「おりひめ大学」HPを参
照。［問］北岡（℡  090・3920・
9872）

第 38回交野オープン卓球大会
　4 月 14 日（土）9 時 ～ 17

〝サークルボード〟では、市民サークル・同好会などの活動をお知らせします〝サークルボード〟では、市民サークル・同好会などの活動をお知らせします

善意銀行
　社会福祉協議会の善意銀行に
預託していただきました。
▷ ㈱栄くずはガスリビングか
ら、7,000 円

▷ 交野市グラウンドゴルフ協会
から、1万 3,000 円

▷ 星の郷総合教室から、菓子詰
め合わせ 1箱

［問］［問］＝問い合わせ　＝問い合わせ　℡  ℡  ＝電話番号　＝電話番号　℻  ℻  ＝ファクス番号 の略で、時間は24時間表記です。＝ファクス番号 の略で、時間は24時間表記です。

交野市剣道連盟会員募集
　場所は旭小、郡津小、岩船小、
倉治小、妙見坂小、武道館。日時、
入会・月会費は事務局まで。交
野市剣道連盟HPもご覧くださ

　「環境フェスタ in 交野 2018」に
ついては、2・3㌻をご覧ください。
［問］環境衛生課（℡  892・0121）

い。［問］石倉（℡  892・0219）

交野太極拳協会
　毎週金曜 10 時～ 12 時・19
時～ 21 時、火曜・水曜 13 時
30 分～ 15 時、武道館など。入
会1,000円。月2,000円。24式・
32式剣・総合太極拳など。［問］
松田（℡  891・1791）

交野市卓球連盟
　毎週日曜か土曜13時～17時、
水曜9時 30分～13時、いきい
きランド交野。入会1,000円。年
1万 4,000円（一般）、3,000円
（小～大学生）。［問］鶴谷（℡  090・
2191・1597）

交野女声ひびき「団員募集」
　毎月第 2・4・5火曜 9時 30
分～12時、青年の家。入会1,000
円。月2,500円。初心者大歓迎。
私たちと一緒に歌いませんか。
［問］佐々木（℡  855・8528）

国際交流・外国語で自己実現
　随時開催、交野会
館。入会 1,000 円。年
2,000 円。交野の国際
化に向け、一緒に活動
しませんか。［問］交野市国際交
流協会（℡  894・1113）

童謡・唱歌を歌う会「アミーチ」
　毎月第 2・4 木曜 10 時～
12 時、青年の家。入会 1,000 
円。月 1,500 円。楽しく歌っ
ています。体験（無料）してみ

交野女声合唱団「賛助出演」
　3月 11日（日）14時〈開演〉、
門真市民文化会館ルミエール
ホール。無料。主催は「コール・
ヴィオレッテ」。要チケット。
［問］槙（℡  892・6430）

第 27回二水会水彩画展
　3月 20日（火）～ 25日（日）
9時 30分～ 16時 30 分、青年
の家ロビー。最終日は 16 時ま
で。無料。水彩画約 45 点展示。
［問］［問］草薙（℡  891・8782）

謡曲・仕舞（能楽）発表会
　3月 25日（日）9時 45分～
16 時、私部会館。無料。忠度・
采女・恋重荷など謡 7 曲と仕
舞の発表。［問］冨田（℡  891・
2526）

第25 回吹奏楽部定期演奏会
　3 月 25 日（日）
13 時〈開場〉・13
時 30 分〈開演〉、
星の里いわふね。無料。さまざ
まな曲を演奏します。ぜひ、お
越しください。［問］交野高校の

第 40 回交野市市長杯テニス大会第 40 回交野市市長杯テニス大会
と 　き　4月 8日（日）8時～ 17時〈雨天時は、29日（日）〉
ところ　私部公園テニスコート
対　象　市内在住・在勤・在校者
※ 大会の成績上位者（学生除く）は、平成 30年大阪府知事杯北
大阪大会ダブルスの出場資格取得可
参 加費　1組 2,000 円（種目＝一般男子・一般女子・45歳男子・
45歳女子・55歳男子・55歳女子・ミックス）
［申］3月29日（木）までに、青年の家（℡  892・ 7721）
［問］大蔵（℡  090・9882・3245）

甲子園から西宮浜総合公園
　3月 24（土）7時 44 分、河
内磐船駅集合。1,600 円（保険
代など）。高校生の熱気を感じ
て公園へ。一般向け 12㌔。［問］
鶴園（℡  891・6002）

見て観て歩こう会（春の草花）
　4 月 7 日（ 土 ）9
時 30 分、私市駅前
集合〈15時まで〉。無
料。当日現地受付。春
の「くろんど園地」を歩く。［問］
交野自然の杜クラブの富永
（℡  090・2359・5091）

山科から浜大津へ
　4 月 14 日（土）7 時 44 分、
交野市駅集合。2,000 円（保険
代など）。川面の桜を見ながら浜
大津へ。一般向け 10㌔。小雨決
行。［問］鶴園（℡  891・6002）

時、いきいきランド交野。1組
2,000 円。種目は年齢別の混
合ダブルス、男女別ダブルス。
［問］3 月 18 日までに、讃岐谷
（℡  892・8723）

森谷（℡  891・9251） ませんか。［問］前田（℡  090・
2282・0054）

謡（能楽）－初心者練習会募集
　毎月第 2・4 木曜 13 時 30
分～ 16 時 30 分、武道館。月
500 円。古典芸能に親しみ、声
を出して健康維持。［問］冨田
（℡  891・2526）

句会で楽しむ俳句「水枝句会」
　毎月第1金曜13時～16時、
ゆうゆうセンター。月 500 円。
自作を 5句持って、句会の体験
にお越しください。［問］キマタ
（℡  892・2544）

相撲練習生を募集しています！
　毎週火・木・金曜17時 30分、
水曜16時 30分（平日は 21時
30分まで）、土・日曜10時～16
時 30分、青年の家相撲場。幼児
～中学生対象。月3,000円。［問］
田崎（℡  090・2591・0311）

府民の森パークレンジャー募集
　パークレンジャー養成講座生を
募集しています。府民の森で、ボラ
ンティア活動をしませんか。
　内容など詳しくは、ホームペー
ジ（https://www.japan-parkranger.
com/）をご覧ください。
［ 問］NPO法人日本パークレン
ジャー協会事務局（℡  06・4703・
5226）

弓道初心者教室生募集
と 　き　4月 7日（土）〈開講〉から、毎週土曜 13時 30分～ 15
時 30分〈全 13回〉
ところ　ゆうゆうセンター 5階　弓道場
対　象　高校生以上の男女
参加費　3,000 円
服　装　足袋または靴下着用、運動のできる服装
※筆記用具を持参してください。
［ 申・問］3 月 30 日（金）までに、交野弓技連盟弓道部の中
（℡  090・6755・9784）
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