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なすび石滝－北山師岳－廃小松
寺－府民の森－星のブランコ。
案内は大屋喜代治さん。雨天中
止。弁当持参。自由参加。参加費
200円（資料代）。［問］村田さん
（℡  892・2326）

自然の美山水景情石第15回展
　5月 10 日（土）午前 9時 30
分～午後 5時、11日（日）午前
9時 30 分～午後 3時、青年の
家1階ロビーと2階206号室。
ロビーに石のお土産と、2階に
茶席あり。ご来場お待ちしてい
ます。入場無料。［問］板東さん
（℡  893・1023）

骨盤体操健康美講座
　5 月 10 日（ 土 ）
午前 10 時～ 11 時
30 分、ゆうゆうセ
ンター集団指導室。
骨盤のゆがみが原
因とも言われる股関節、膝の痛
みの緩和方法。定員 10 人。参
加費無料。［申・問］中野さん
（℡  090・6679・5868）

プロによる糸操りを観よう ! !
　5月11日（日）午後 2時 15
分（開場）～、いきいきランド
交野会議室。人形劇団ココンに
よる糸操り「繭の夢」。巧みな技
で繰り広げられる幻想的な生
の舞台を楽しみます。対象は小
学 4年生から。入会金100円。
月会費1,200円。［申・問］交野
おやこ劇場（℡  ・℻   893・4960
水曜日午前 10 時～午後 2時、
e-mail:katano-oyako@dream.jp）

苔玉・苔盆展示会
　5月13日（火）～18日（日）
午前 9時 30 分～午後 5時、青
年の家1階ロビー。期間中午後
2時～ 3時まで毎日、無料実技
体験コーナーあり（定員 5人）。
みなさんのご来場・ご参加をお
待ちしています。入場無料。［問］
下温湯さん（℡  090・1900・
3075）
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「本当の福島」写真展・講演会
　5月2日（金）～4日（祝）午
前10時～午後4時、青年の家1
階ロビー。震災後から現在に至
る福島の写真約30点を展示。4
日午後 2時から、避難者の森松
明希子さんのお話。入場無料。主
催は憲法とくらしを考える会。
［問］松村さん（℡  892・4938）

はなきんくらぶ
　5月 2日（金）・
30 日（金）午後
1時 30分（開場）
～ 4 時、ホーム
明星（星田 8－ 6－ 7）。カラオ
ケ・囲碁・将棋など。対象は市
内在住の 60 歳以上の人。参加
費無料（喫茶は有料）。主催は（社
福）豊年福祉会。［問］浜崎さん
（℡  894・1798）

第 5回おりひめフェスティバル
　5 月 5 日（祝）午前 10 時～
午後 5 時、いきいきランド交
野。屋外で開催。小雨決行。フラ

と音楽のまつり おりひめフェ
スティバル。子どもお楽しみ大
ブースあり。入場無料。［問］山
﨑さん（℡  090・5880・8742）

カウンセリング「心のサポート」
　5 月 8 日（木）・25 日（日）、
ゆうゆうセンター 3階学びの
部屋。「心が折れそうな気持ち
や、人に話せないことで悩んで
いませんか」。男女年齢・誰で
もOK。掲載日以外の相談可。安
心・信頼・秘密厳守。予約制。
参加費 800円。［申・問］山本さ
ん（℡  080・4248・1531）

視覚障害者のための友愛サロン
　5月8日（木）午後1時～3時、
ゆうゆうセンター 3階。ボラン
ティアグループ玉手箱が来演。
ハーモニカとオカリナの演奏。
銭太鼓を振ってみんなで合唱。
皿回しも、みなさんに体験して
もらいます。参加費無料。［問］
森兼さん（℡  894・4500）

古文化同好会・星田の山歩き
　5月 10日（土）午前 9時に星
田駅集合。傍示川－星田新池－

第1回交野ゆめとぴあ「音
おんがくげき

画劇」参加者募集

　絵本「めっきらもっきらどおんどん」をもとに、シーン分け・表現
の方法・脚本起こし・練習・製作などをワークショップ形式で行い、
発表します。
◆活　動
と 　き　5月 11 日（日）・25日（日）、6月 8日（日）・22日（日）、
7月 13日（日）

※夏休みは、平日も活動します。
ところ　市役所別館 3階　中会議室ほか
対　象　年長～中学生（サポーターは中学生以上）
参加費　無料
◆発　表
と　き　8月 10日（日）
ところ　ゆうゆうセンター　多目的ホール
主　催　交野元気ッズ☆来夢音
共　催　交野夢工房ぴあぴあ
［ 申・問］前田さん（℡  090・2282・0054、e-mail:pianistayo@yah
oo.co.jp）
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パーソナルカラー診断
　5 月 13 日（火）
午後 1時 30 分～
4 時 30 分、ゆ う
ゆうセンター 3階
学びの部屋 3。自分に似合う色
のグループを知りたい人。対象
は 50 代以上。定員 8 人。参加
費 500 円。［申・問］有水さん
（℡  070・5664・4714）

美しい背骨の作り方健康講座
　5月 13日（火）午後 2時～ 3
時、ゆうゆうセンター学びの部
屋 2。背骨のゆがみを取り、美し
くすることで肩こり、腰痛、O
脚やケガ、病気の予防につなが
ります。参加費 500 円。［問］松
岡さん（℡  090・5099・5538）

アロマに興味のある人
　5月 14 日（水）午前 9時 30
分～正午、ゆうゆうセンター 3
階研修室。ルームスプレー作り、
ハンドトリートメント。持ち物
はタオル 2枚。定員 8人。参加
費 1,000 円。［申・問］有水さん
（℡  070・5664・4714）

初めての文化箏♪体験教室
　5月 14 日（水）午後 1時～、
いきいきランド交野 2 階。初
心者の人にも易しく演奏でき
る小さなお箏。伝統の音色で楽
しみましょう。「さくら」他。手
ぶらでどうぞ。詳細は電話で。
参加費無料。［申・問］前田さん
（℡  090・6371・4523）

心の病を抱えた家族の方々集合
　5月 14 日（水）午後 1時 30
分～ 3時 30 分、ゆうゆうセン
ター 3 階団体共用ルーム。心
の病気（精神疾患）で悩んでい
る家族の人、話し合い学習しま
しょう。参加費無料。交野市精
神障がい者家族会。［問］雲川さ
ん（℡  ・℻   891・0884）

あしたへ！
　5月 15 日（木）午前 9時 30
分～正午、いきいきランド交野
控室。育てにくい扱いにくいな
ど、気にかかる子どものいる人
（発達障がいなど）日頃の不安
や悩みなどをお話ししません
か。参加費無料。［問］中野さん
（℡  891・9040）

高齢者サポートセンター（No.2）
　5月 15日（木）午前 10時～
正午、ゆうゆうセンター 3階研
修室。高齢者・介護被保険者を
対象に日常、健康・介護・医療
の不安や悩みを有償ボランティ
アがサポートする研修会です。
NPO法人マイケア。［問］多田
さん（℡  090・4300・7916）

ピアノ先生の集い
　5 月 15 日（木）午前 10 時
～正午、青年の家 205 号室。ピ
アノ教室をしている先生同士
のおしゃべりサロン。ピアノ以
外の楽器の先生でもOK。今回
のテーマは「子どものレッスン
の導入について」。女性に限る。
参加費 300 円。［問］前田さん
（℡  090・2282・0054）

ボーイスカウト体験・交野 3団
　5月 18 日（日）午前 9時 30
分（受付）～、倉治公民館前広場。
ゲームやモンキーブリッジなど
の体験。野外活動を通して豊か
な心を育てます。対象は年長～
小学5年生の男女。参加費無料。
［問］中村さん（℡  894・4647）

第 13回交野陶芸協会 協会展
　5 月 20 日（火）
～ 25 日（日）午前
9時 30分～午後 5
時、青年の家 1 階
ロ ビ ー。20 日 は
正午から、25 日は午後 4時ま
で。会員約 80人の作品を展示。
みなさんのご観覧をお待ちして
います。入場無料。［問］街さん
（℡  891・3200）

わらべうたベビーマッサージ
　5月20日（火）午前10時 30
分～11時30分、交野会館2階。
対象は生後 2～ 8か月までの
赤ちゃんとお母さん。初めての
人はオイルなしの体験から。参
加費500円。［申・問］早川さん
（℡  080・5041・1256、e-mail:
teto.teto-77@zeus.eonet.ne.jp）

ピアサロン～楽しく語ろう～
　5月 20 日（火）午後 1時 30
分～ 3時 30 分、ゆうゆうセン
ター 3階団体共用ルーム。対象
は聴覚障がい者、難聴・中途失
聴者。手話や要約筆記に関心の
ある人も、お気軽にご参加くだ
さい。参加費無料。［問］障害者
相談支援センター「かたの」（℡  ・
℻   893・7006）

フラダンス（プアメリア交野）
　5月20日（火）・27日（火）午
後2時～（2時間程度）、ゆうゆ
うセンター運動療法室。体験教
室開催。初夏の風に吹かれて、あ
なたも踊ってみませんか。若い
人からシニアの人まで大歓迎で
す。先着50人。参加費無料。［申・
問］奥さん（℡  894・2634）

交野古文化同好会・定例勉強会
　5月 24日（土）午前 10時～
正午、青年の家学びの館。講演
会「中山道・西から東へ（前編）
全行程の概略と木曽路・妻籠～
馬籠」。講師は「かたのこらん会」
代表の村田健一さん。参加自由。
参加費 200 円（資料代）。［問］
村田さん（℡  892・2326）

中高年「お一人様」おしゃべり会
　5月 25日（日）午前 10時～
正午、ゆうゆうセンター 3階学
びの部屋。40 ～ 100 歳まで
の男女大歓迎。健康と生きがい
を応援します。楽しい時間と充
実・笑顔を。学びや気付きもあ
ります。参加費 500 円。［申］直
接会場［問］山本さん（℡  893・
8421、℡  080・4248・1531）

丹水会水彩画展
　5 月 27 日（火）
～ 6月 1日（日）午
前 9 時 30 分～午
後 4時 30分、青年
の家 1 階ロビー。
会員の意欲的な作品をお楽しみ
ください。入場無料。［問］中村
さん（℡  891・5488）

健康サプリメントの正しい知識
　5月 29日（木）午後 2時～ 3
時、ゆうゆうセンター研修室。
たくさんあるサプリメントの
中で、どのような物が有効であ
るかを学習しましょう。参加費
300円。［問］松岡さん（℡  090・
5099・5538）

ボーイフェスタ＆ 1日体験
　6月 1日（日）午前 10 時～、
星田山手区広場。1日体験の対
象は年長～小学 4年生の男女
（保護者同伴）。ボーイスカウト
隊員と一緒にゲーム・工作で
遊びます。模擬店やバザー（予
定）あり〈有料〉。参加費無料。

［申・問］交野 2団の丸谷さん
（℡  892・8709）

交野市長杯グラウンドゴルフ大会
　6月 4日（水）午前 8時 15分
（受付）～、私部グラウンド。対
象は市民および交野市グラウン
ドゴルフ協会会員。クラブ・ボー
ルはお貸しします。参加費無料。
［問］金澤さん（℡  892・1328）

ママのリフレッシュデー開催！
　6月 5日（木）午前 10時～正
午、ゆうゆうセンター調理実習
室 1。ランチを作って、みんな
でおしゃべりしませんか。5月
26 日（月）～ 29 日（木）受け
付け。定員は抽選で 16人（保育
付き）。参加費 500円。［申・問］
kid's さぽーとかたの（℡  090・
9865・7724）

SriLankaカレーランチConcert
　6月 8日（日）午前 11 時 30
分（開場）、正午（開演）～、ゆう
ゆうセンター 4階多目的ホー
ル。「ニラーニ家のカレー」。カ

レー、紅茶、お菓子とジャズ演
奏。参加費 1,500 円。要申し込
み。主催はスリランカ学童援助
会。共催は KIC。［申・問］長谷
川さん（℡  090・9868・7486）

第 36回交野市長杯卓球大会
　6 月 15 日（日）午前 9 時～
午後 5 時、いきいきランド交
野。種目は一般男女別W、一般
男女別 S、中学生男女別 S。対
象は市内在住・在勤・在校者。
参加費は一般 1,000 円（各種
目１人）、中学生 100 円。主催
は交野市卓球連盟。［申・問］5
月 31日（土）までに、近藤さん
（℡  893・1387）

第 7回木漏れ日市 出店者募集
　6月22日（日）、妙見工房（星
田9丁目）付近の森の中で手作
り市を開催。50 店舗募集。こ
だわりの木工、布小物、陶器、革
細工など自身の手作りに限りま
す。ホームページは木漏れ日市
で検索。［申・問］5月 30日（金）
までに森岡さん（℡  888・7210）

　3月 2日（日）環境フェスタで
行われた、「1日こども記者」体験
の様子です。①みんなで企画①みんなで企画 ②取材中②取材中！！

③壁新聞作成③壁新聞作成

こども新聞記者募集

　「わくわく☆こども情報局」を発行し、子どもと大人と地域の魅力的な情報を発信している〝saku らー
にんぐ〟では、5月から 1年を通じて活動する「こども記者プログラム」を始めます。
　表現力・創造性を育み、自分の言葉で発信していく面白さを、ぜひ体験してみてください。
◆説明会
と　き　5月 10日（土）午前 10時 30分～ 11時 30分
ところ　青年の家 204 号室
対　象　小学 3年生～中学 3年生
定　員　10人程度
参加費　無料
※ 活動をお手伝いしてくれる人（高校生以上）も募集中です。

［ 申・問］saku らーにんぐの秋山さん（℡  090・3976・9092、e-mail:sakulearning@gmail.com）
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交野市グラウンド・ゴルフ協会
　月・火・金曜日午
前 8 時 30 分～ 11
時、私部公園グラウ
ンド。グラウンド・
ゴルフを楽しみませ
んか。市内在住者に限ります。
入会金 1,000 円。年会費 2,000
円。月会費 500 円。［問］金澤さ
ん（℡  892・1328）

交野ラージボール卓球クラブ
　原則毎週月・木曜日午後 1
時（または 3時）、いきいきラン
ド交野。ラージを楽しみません
か。初心者募集中。対象は市内
在住の 65 歳以上の人。登録料
500円（1年）。練習料300円（1
回）。［申・問］新居さん（℡  891・
3216）

交野太極拳協会
　毎週金曜日〈朝の部〉午前 10
時～、星田西体育館。〈夜の部〉
午後 7時～、いきいきランド交
野。頭の体操、体の体操、呼吸器・
循環器に良い働きをする運動。
「元気の源、太極拳」。［申・問］
直接会場か、松田さん（℡  891・
1791）

社交ダンス ウェルカム
　毎週火曜日午後 7時 30分～
8 時 30 分、ゆうゆうセンター
4階多目的ホール。若い先生と
楽しくレッスンしませんか。見
学自由。入会金 4,000 円。月会
費 4,000 円。［申・問］渕上さん
（℡  090・3267・5497）

親子リトミック ぴょんぐりら
　第 2・4金曜日午前中、青年
の家。保育士の講師とともにピ
アノを使って音楽遊びや体操、
知育遊びを楽しみます。対象は
1～ 4 歳。入会金無料。月会費
1,000 円。体験 500 円（1 回）。
［問］坂本さん（℡  090・9091・
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おりひめちゃん
作：泉　麗香

人口と火災・救急
3 月末の市の人口

人　口 78,114 人
男 37,845 人
女 40,269 人

世帯数 31,235 世帯

3 月の火災と救急
火災 1件 救急 238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。

  善　　意　●●●

  ハイキング●●●

  会員募集　●●●

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。
▷ 松塚の岡本功さんから 3 万
円
▷ 星田の門口保男さんから 5
万円
▷ 私市の向井清幸さんから農業
協同組合功労表彰祝金寄付 5
万円

5621）

歌のひろば
　毎月第 2火曜日午後 1時～
3時、青年の家 304号室。童謡・
フォークソング・シャンソン・
世界の民謡など「うた声喫茶」
の歌集を使って、生伴奏で歌う
集いです。入会金無料。月会費
1,000 円。［申］直接会場［問］野
上さん（℡  892・3458）

童謡・唱歌・昭和歌謡の歌声♪
　毎月第 4月曜日午後 1時～
2時 30 分、いきいきランド交
野会議室 1。懐かしい歌をみん
なで一緒に歌って楽しみましょ
う。脳トレ体操もあります。初
心者歓迎。お気軽にどうぞ。入
会金無料。月会費 1,000 円。
［問］小澤さん（℡  090・7103・
4793）

女声コーラス四季の会
　毎週水曜日午前 10 時～正
午、青年の家 303 号室。毎回、
楽しく練習しています。合唱曲
だけでなく、童謡唱歌を歌う時
間もあります。初心者、見学大
歓迎です。お待ちしています。
入会金 1,000 円。月会費 3,000
円（楽譜代実費）。［問］前田さん
（℡  090・2282・0054）

女声合唱コール・ディレッタント
　毎週木曜日午
前 10 時～正午、
青年の家 301 号
室。フォーレの
レクイエム、サウンド・オブ・
ミュージックなどを練習してい
ます。指導は大阪芸術大学客員
教授の福永吉宏さん。入会金無
料。月会費 3,500 円。［問］吉岡
さん（℡  892・8693）

交野女声合唱団
　毎週土曜日午前 10 時～正
午、青年の家音楽室。大きな声
で元気に楽しく歌いましょう。
学生・お勤めの人・子ども連れ

の人大歓迎です。入会金 2,000
円。月会費 3,000 円。［申・問］
槙さん（℡  892・6430）

幾野書道同好会
　毎月第 1・3 水
曜日、第 2・4木曜
日午前 10 時～正
午、第 1児童セン
ター 2 階。筆・筆
ペン・ボールペン。一緒に楽し
みましょう。見学大歓迎です。
入会金 1,000 円。月会費 2,000
円。［問］杉さん（℡  894・4707）

交野俳句会
　毎月第 1日曜日午後 1時～
4時 30分、青年の家。創立昭和
43 年の市民句会です。5年ご
とに合同句集と毎月の句会報発
行。文化祭。四季折々の吟行な
どを楽しんでいます。見学歓迎。
入会金無料。月会費 1,000 円。
［問］西村さん（℡  892・0702）

交野子ども自然体験クラブ
　〈6～ 12月〉第 1日曜日（10
月を除く）。8月は第 2土・日
曜日の 1泊親子キャンプ。参加
者募集。楽しく自然を体験しま
せんか。対象は小学1～6年生。
入会金無料。参加費4,000円（6
回分。他に実費負担あり）。［申・
問］堀内さん（℡  893・2518）

楽しい！セルフジェルネイル♪
　水・金曜日午前、青年の家。
毎月 2 回。JNA1 級ネイリス
トが基礎から丁寧に個別指導。
ゆっくり徐々にレベル up を
目ざして。この春は、かわいい
ネイルで出かけよう。入会金
1,200 円。参加費 1,000 円（1
回）。［申・問］西岡さん（℡  090・
9166・7976）

韓国語・フランス語新規開講
　〈韓国語〉毎週金曜日午後3時
45分～ 4時 45分。受講料3万
5,000 円（1年、教材費別）。〈フ
ランス語〉毎週火曜日午前 11

野草観察 in 箕面
　5月 18日（日）午前 8時、枚
方市駅集合。箕面の山をガイド
付きで歩く。講師はシニア自然
大学校会員の杢三文作さん。参
加費 500円（傷害保険・ガイド
料など）。交通費自己負担。［申・
問］5 月 11日（日）までにウェ
ルネス啓発センターの加堂さん
（℡  090・4038・4802）

高代寺山（488㍍）能勢町
　5月 24 日（土）午前 7時 50
分、河内磐船駅集合。京橋－阪
急梅田－川西能勢口駅－妙見
口駅－高代寺－高代寺山－一
庫ダム－山下駅。小雨決行。一
般向け 8㌔。参加費 200 円。交
通費 1,900 円。［問］鶴園さん
（℡  891・6002）

［問］＝問い合わせ　［申］＝申し込み　℡＝電話番号 ℻＝ファクス番号 の略ですみんなのページの催し・ハイキング・会員募集は市民・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 詳しい内容については 主催者にお問い合わせください

交野山クリーンハイキング
　6 月 1 日（日）午前 9 時、河
内磐船駅集合。コースは傍示の
里、かいがけの道など 4 コー
ス。雨天決行。参加費無料。主催
は大阪府勤労者山岳連盟きた
ろうH・C。［申］直接集合場所
［問］願野さん（℡  080・5713・
2096）

茨木城跡から阿武山
　6月 14 日（土）午前 7時 45
分、交野市駅集合。枚方－茨木
駅－茨木城跡－総持寺－安威
川－阿武山。小雨決行。一般
向け 10㌔。参加費 200 円。交
通費 1,000 円。［問］鶴園さん
（℡  891・6002）

広報からのお知らせ
■「広報かたの」への記事掲載
　 　「みんなのページ」コーナーに催しや会員募集の記事を載せ
たいときは、市役所本館 2階の情報課広報担当か、ホームペー
ジで配布している掲載依頼用紙に必要事項を記入し、広報担
当の窓口で申し込んでください。
　 　申し込みの締め切りは、発行月の 1か月前です。7月号の
締め切りは、6月 2日（月）です。
※ 締め切り日が、土・日曜日、祝日の場合は、その翌日が締め切
り日になります。受け付けできない原稿などがありますので、
掲載依頼書に記載されている注意事項を、よくお読みくださ
い。
※ 掲載依頼書に記入するときは、すべての漢字に、必ずふりが
なを付けてください。
［ 問］情報課〈広報担当〉（℡   892・0121）

　放置禁止区域については 2・3
㌻をご覧ください。［問］地域安心
課（℡  892・0121）

時～午後 0時 30 分。受講料 8
万 6,000 円（1年、教材費別）。
場所は交野会館（郡津駅前）。講
師は韓国人とフランス人。対象
は初めて学ぶ人。入会金1,000
円。年会費 2,000 円。［申・問］
交野市国際交流協会（℡  894・
1113）
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