
26.06.01 (28)(29)26.06.01
［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

［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

  催　　し　●●●

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。

布夢　パッチワークキルト展
　6月 4 日（水）～ 6日（金）午
前 10 時～午後 4 時 30 分、青年
の家 1階ロビー。タペストリー、
バッグ、小物。今回は漆工芸、ボト
ルシップと陶芸作品もコラボレー
ション。お誘い合わせの上、ご来
場ください。入場無料。［問］宇枝
さん（℡  ・℻   892・7518）

ラフター（笑い）ヨガ妃ちゃん
　6 月 4 日（水）午
後1時30分～3時、
ゆうゆうセンター 3
階。笑って心も体も
柔らかく。何といっ
ても気持ちがいい。年齢・性別は
問いません。飲み物持参。入会金
無料。参加費 500 円。［申・問］岡
田さん（℡  080・2411・6105）

みんなで子育て
　6月5日（木）午前10時～正午、
ゆうゆうセンター調理実習室 2。
「はやね、はやおき、夕食 6時」の
講演会。先着 20 人。参加費 300
円。託児 200 円（1 歳から。要予
約。軽食・保険付き）。主催は大阪
友の会学研都市方面。［申・問］岩
谷さん（℡  810・0012）

発足 10周年アニマート発表会
　6月6日（金）午前10時～午後
1時、アイ・アイ・ランド（四條畷市
逢阪 458）。午前 9時 30分、四条
畷駅発の無料送迎バスをご利用く
ださい。チェリストとの競演、ピア
ノソロ、サックスや歌とのアンサン
ブル。入場無料。後援は市教育委員
会。［問］谷川さん（℡  893・4434）、
三村さん（℡  090・7366・5187）

はなきんくらぶ
　6月6日（金）・27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）

見て 観て ハイキング
　6月7日（土）午前10時、津田駅
集合。午後3時ごろに、津田駅で解
散。ササユリなどの初夏の草花を
楽しみながら歩きませんか。弁当・
飲み物持参。降水確率60％で中止。
参加費200円。［申］当日集合場所
［問］安永さん（℡  892・9107）

恒例　バザー開催 ! !
　6月 7日（土）午前10時～、交
野会館（郡津駅前）。雨天決行。好
評のバザーを今年も開催。掘り出
し物あり。みなさんのお越しをお
待ちしています。入場無料。［問］交
野市国際交流協会（℡  894・1113）

かけらで作ろう ! かけら人形
　6月 7日（土）午前 10時 30分
～、大阪市立大学理学部附属植物
園。大きなクスノキの下で、ほん
わか工作タイム。「おしりかじり
虫」作曲家とのコラボ人形劇も。
はさみ持参。参加費 500 円（入園
料別）。［問］つくつくロピス箱の
菊川さん（℡  090・8520・3896）

交野市空手道選手権大会
　6月 8日（日）午前 9時～午後
3 時、いきいきランド交野。形・
組手（幼児から一般まで、団体戦・
個人戦）。多数のご観覧とご声援
をお待ちしています。入場無料。
［問］栃尾さん（℡  877・7141）

読書会
　6月 10日（火）午前 10時～正
午、倉治図書館。「児童文学論」第
10 章、「思い出のマーニー〈上・
下〉」「くまのテディ・ロビンソン」
を読んできて、感想を語り合う。
講師は大澤百世さん。参加費 500
円。［問］かたの子ども文庫連絡会
の東さん（℡  894・1001）

心の病を抱えた家族の方々集合
　6月 11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）

視覚障害者のための友愛サロン
　6月12日（木）午後1時～3時、
ゆうゆうセンター 3階団体共用
ルーム。音楽を聴く、歌う、楽器を
使い体を動かす、楽しい音楽療法
です。講師は山際さん。参加費無
料。［問］友田さん（℡  891・3358）

ふるさと交野を歩く・パートⅡ
　6月 14 日（土）午前 10 時、交
野市駅集合。小雨決行。2時間コー
ス。「私部城跡に行って・見て・語
ろう」。案内は平田政信さん。参
加自由。参加費 200 円（資料代）。
［問］交野古文化同好会の村田さ
ん（℡  892・2326）

サウンド会　社交ダンス交流会
　6 月 14 日（土）午後 1 時 5 分
～ 4時 15 分、ゆうゆうセンター
4階多目的ホール。抜群の選曲。
巡り合い 2回・ミニデモあり。茶
菓子・フルーツご用意。優秀リボ
ン待機。参加費 800 円。［問］畑中
さん（℡  090・4648・1775）

おもちゃづくり広場
　6月14日（土）午後1時 30分
～3時 30分、いきいきランド交野
ロビー。毎月第2土曜日開催。一緒
におもちゃ作りをしませんか。対
象は、幼稚園児・小学生。参加費無
料。［問］ボランティアグループ玉
手箱の井上さん（℡  893・0437）

リコーダー de世界旅行 !
　6 月 15 日（日）
午後 2 時～、ゆう
ゆうセンター多目
的ホール。懐かし
いけど新しい、誰
もが知っているリコーダーで、地
球をぐるりと一回り。南京豆売
り、オー・シャンゼリゼ、ディズ
ニー他。子どももどうぞ。入場無

料（クッキー付き）。［問］藤田さん
（℡  090・2595・3507）

わらべうたベビーマッサージ
　6 月 16 日（月）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）

パステル画同好会展
　6月17日（火）～22日（日）午
前9時 30分～午後4時 30分、青
年の家1階ロビー。17日は正午か
ら、22日は午後4時まで。会員の
作品を約30点展示します。入場無
料。［問］内藤さん（℡  891・7348）

ビーズ教室
　6月17日（火）午後1時～4時、
青年の家。初心者大歓迎。17日は、
体験のみで参加費 500円（材料費
別）。次回から、毎月 2回、第 1・3
火曜日に、参加費 1,500 円（材料
費別）で行います。［申・問］辻内
さん（℡  090・1021・4141）

包丁、ハサミ研ぎ
　6月18日（水）・19日（木）午前
10時～午後2時（受付）、市役所別
館前。切れなくなった包丁、ハサミ
を有料で研ぎます。受け付け順に
預かり、研ぎ上がり次第お渡ししま
す。［問］代永さん（℡   892・ 8568）

美しい背骨の作り方健康講座
　6月 18日（水）午後 2
時～ 3時、ゆうゆうセン
ター学びの部屋 1。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）

あしたへ！
　6月 19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）

心理学入門講座体験説明会
　6 月 19 日（木）午前 10 時 30
分～正午、ラポールひらかた。日常
の生活に役立つ、分かりやすい心
理学の講座です。詳しくはホーム
ページを見てください。参加費無
料。［申・問］NPO法人京阪総合
カウンセリング（℡  814・7140）

再生可能エネルギーを考えよう
　6月 21日（土）午前 9時 30分
～ 11時 30分、ゆうゆうセンター
2階集団指導室。再生可能エネル
ギーの現状や可能性について。参
加費 300円。主催はサイエンスカ
フェ交野。［申・問］入江さん（℡  ・
℻   893・0287）

廃食油回収
　6月 21日（土）午前 9時 30分
～ 10 時 30 分、市内 19 か所（4
月号広報参照）。使い終わった食用
油、期限の切れた油を回収します。
時間内に持参してください。空き
容器は持ち帰り、処理してくださ
い。［問］代永さん（℡  892・8568）

コーラス 1日体験会
　6 月 21 日（土）午前 10 時 30
分～正午、青年の家 3 階音楽室
（301号室）。私たちと一緒に「ロー
レライ」「大きな古時計」を歌って
みませんか。当日参加も可能。参
加費無料。主催は交野女声合唱団。
［申・問］槙さん（℡  892・6430）

ありがとう笑いヨガクラブ交野
　6月 21日（土）午後 1時 30分
～ 3時、ゆうゆうセンター 3階。
毎月開催。笑って健康、ストレス
発散、免疫力向上、認知症予防と
改善。心も体も元気になる。誰で
も参加可能。持ち物は飲み物。参
加費 500 円。［申・問］藤谷さん
（℡  090・3038・5085）

おもしろ子育てトークライブ ! !
　6月21日（土）午後2時（開始）、
武道館 2階研修室。保育経験のあ
る「よろず劇場とんがらし」の成
田良治さんを迎えて、子育てが楽
しくなるお話を大笑いしながら聞
きましょう。保育要相談。参加費
300円（1家族）。［申・問］交野お
やこ劇場（℡  ・℻   893・4960 水曜
日午前 10時～午後 2時 )

心身統一合氣道無料体験
　6月 22日（日）〈5歳～小 6〉午
前 9時 5分～ 10時 5分、〈大人〉
午前 10 時 15 分 ～正午、6 月
24日（火）〈5歳～小 6〉午後 6時
～ 7時、〈大人〉午後 7時 15分～
9時、ゆうゆうセンター３階運動
療法室。参加費無料。［申・問］古
川さん（℡  892・8828）

第 7回　木漏れ日市開催
　6月 22日（日）午前 10時～午
後 4時、妙見工房（星田 9丁目）
周辺。手作り市を開催。陶器、ガ
ラス、布小物などのクラフト作
品、体に優しいパンや焼き菓子な
ど約 50 店予定。子ども物作り体
験や音楽演奏もあり。雨天決行・
荒天中止。［問］森さん（℡  893・
1199）

音羽菊初幸教室舞踊おさらえ会
　6 月 22 日（日）午前 11 時 30
分（開場）、正午（開演）、ゆうゆう
センター交流ホール。日本舞踊・
新舞踊のおさらえ会を行います。
先着 100 人に粗品を用意して、
ご来場をお待ちしています。入
場無料。［問］土井さん（℡  892・
2321）

カウンセリング「心のサポート」
　6月 22日（日）・28日（土）午
後 1時～、ゆうゆうセンター 3階
学びの部屋。「私の心相談日」「男の
心相談日」。悩み・寂しさ・苦し
さを話してみませんか。安心・信
頼・秘密厳守。男女・年齢制約なし。
予約制。参加費 800 円。［申・問］
山本さん（℡  080・4248・1531）
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人口と火災・救急
4 月末の市の人口

人　口 78,116 人
男 37,827 人
女 40,289 人

世帯数 31,292 世帯

4 月の火災と救急
火災 4件 救急 261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●●●

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。

  会員募集　●●●

  大会結果　●●●

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。
▷ 梅が枝の西岡昭榮さんから商品
券 5千円
▷  NISI 歌謡教室から 3万 1,538
円

楽しく学ぶスペイン語
　毎週月曜日午後 7時～ 8時、交
野会館（郡津駅前）。講師は語学専
門家のペルー人女性。対象は簡単
なあいさつや、自己紹介ができる
人。無料体験・年度途中入会可。
参加費 2万 6,000 円（１年。教材
費別）。入会金・年会費は 3,000
円。［申・問］交野市国際交流協会
（℡  894・1113）

交野市視覚障害者福祉会
　毎月第2木曜日午後2時～3時、
ゆうゆうセンター 3階団体共用
ルーム。目の不自由な人、視覚障害
者福祉会に加入を。手紙を音声化
する機器、音声腕時計、CDの本
を紹介。入会金無料。年会費2,000
円。［問］森兼さん（℡  894・4500）

交野女声ひびき
　毎月第 2・4・5 火
曜日午前 10 時～正
午、青年の家音楽室。
高野さんの情熱的な
指導、含蓄のあるお話
が最高。指導は高野享さん。伴奏は
平井幸枝さんと、高野良輔さん。入

会金 1,000 円。月会費 2,000 円。
［申・問］奥西さん（℡  891・0686）

交野市剣道連盟
　稽古場所は、交野小、旭小、郡津
小、岩船小、倉治小、妙見坂小、武
道館。剣道は健全な心身を作りま
す。連盟各道場では元気な子ども、
大人の加入を待っています。「織姫
ねっと」にも掲載。［問］事務局の
石倉さん（℡  892・0219）

社交ダンス　ミルキーウェイ
　毎週月曜日午前 10 時～ 11 時
30 分、交野会館（郡津駅前）。6
月開始。プロの講師が丁寧に指導。
入会金 1,000 円（6月中は無料）。
月会費 3,000 円。［問］古田さん
（℡  090・1588・9062）

日本民謡津軽三味線川本会
　毎月第 1・2・3 水曜日午後 1
時 30 分～ 3 時 30 分、武道館 2
階。民謡をみなさんと一緒に、お
腹の中から楽しく歌いませんか。
三味線・太鼓もご相談ください。
指導は会主の川本仁之さん。入会
金 1,000 円。月会費 3,000 円。会
場費他2,000円（1か月）。［申・問］
安部さん（℡  090・2594・7510）

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。［申・問］小澤さん
（℡  090・7103・4793）

ママと遊ぼ♡ドレミふぁ！らんど
　毎月第 2・4 火曜
日午前 11時～、青
年の家。午後1時～、
星田西体育施設。各
50分。音楽大好きな
親子集まれ。歌や手遊び絵本やお
絵かき。対象は 2～ 3歳児。入会
金無料。月会費1,500円。［申・問］
角田さん（℡  090・5127・6952）、

　織姫の里天の川七夕まつりにつ
いては、8㌻をご覧ください。［問］
みんなの活力課（℡  892・0121）

小澤さん（℡  090・7103・4793）

私部ゆる体操同好会
　第 2・4木曜日午後 2時～、青
年の家。楽で簡単な体操で心も体
もリラックス。代謝・身体能力を
高め美容にも効果あり。入会金無
料。月会費2,000円（1回参加）か、
3,000 円（2回参加）。［問］小松さ
ん（℡  090・9625・9675）

つくつく造形教室♪新期生募集
　第 2・4金曜日午前 10時～ 11
時 45分、ゆうゆうセンターなど。
のびのび制作を楽しもう。対象
は 1～ 4歳。入会金無料。年会費
2,800 円（部屋代・材料費）。参加
費 1,000 円（1回）。［申・問］つく
つくロピス箱の菊川さん（℡  090・
8520・3896、e-mail:tsuku2lop
pisbox@gmail.com）

苔玉・苔盆同好会募集
　毎月第 2 火曜日午後 1 時～ 4
時、青年の家。苔の魅力「癒し・和
み」の世界を創造してみませんか。
性別・年齢は問いません。入会金
5,000 円。月会費無料（材料費別）
［問］下温湯さん（℡  090・1900・
3075）

柳谷観音
　6月 28日（土）午前 7時 50分、
交野市駅集合。枚方市－茨木市駅
－長岡天神駅－長岡天満宮－柳谷
観音－乗願寺－小倉神社－西山天
王山駅。小雨決行。一般向け11㌔。
参加費200円。交通費1,400円。
［問］鶴園さん（℡  891・6002）

箕ノ裏ヶ岳（京都）432.7㍍
　7月 12日（土）午前 7時 50分、
交野市駅集合。枚方市－出町柳駅
－岩倉駅－実相院門跡－箕ノ裏ヶ
岳－静原－薬王坂－鞍馬駅。小雨
決行。一般向け 9㌔。参加費 200
円。交通費 1,700 円。［問］鶴園
さん（℡  891・6002）

  催　　し　●●●

第 44回交野市市民テニス大会
　4月 13 日（日）、私部公園テニ
スコートで、43 ペアが参加して
行われました。優勝者は次のとお
り。敬称略。
▷一般男子ダブルス
　河野裕樹・久留広平
▷一般女子ダブルス
　向井萌絵・柳原杏美
▷ 45歳男子ダブルス 
　飯田力・楠本雅也
▷ 45歳女子ダブルス 
　橋本智子・窪村あけみ
▷ 60歳男子ダブルス
　杉本正道・山田豊
▷ミックスダブルス
　河野裕樹・河野友美恵

第27回交野市市長杯インディアカ大会
　4月 13 日（日）、いきいきラン
ド交野で、8チームが参加して行
われました。上位の成績は次のと
おり。敬称略。
①星田バイオレット
②星田リリーズ

　4月16日（水）、
北河内薬剤師会
から、災害時医療
活動に必要な発
電機と、発電に必
要な消耗品一式
が、市に寄贈され
ました。

発電機の寄贈

水無月展（交野水彩）
　6 月 24 日（火）～ 29 日（日）
午前9時30分～午後4時30分、
青年の家 1階ロビー。風景・人物・
静物など、会員の作品約 50 点を
展示。入場無料。主催は交野水彩
画会。［問］堤さん（℡  893・5207）

交野古文化同好会・定例勉強会
　6 月 28 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（後編）総ま
とめ」。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］古
文化同好会の村田さん（℡  892・
2326）

中高年「お一人様」おしゃべり会
　6月 28日（土）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。「初めての人」も「久しぶり
の人」も楽しさと笑顔の共有を。
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）

謡曲・仕舞（能楽）発表会
　6月 29日（日）午前 9時 45分
～午後 4時ごろ、私部会館 2階。
曲は高砂・井筒・弱法師など 7
曲と仕舞。ご来場お待ちしていま
す。入場無料。新入会者歓迎。練
習の場あり。入会金無料。月会費
500 円。主催は交野交謡会。［問］
北村さん（℡  892・4966）

チャリティーコンサート
　6月 29日（日）午後 1時 30分
～、ゆうゆうセンター多目的ホー
ル。スリランカ学童への自転車供
与支援。合唱、吹奏楽の演奏。紅茶・
スリランカのお菓子付き。参加費
1,000 円。主催はスリランカ学童
援助会。［問］長谷川さん（℡  090・
9868・7486）

ママのリフレッシュデー開催 !
　7 月 3 日（木）午前 10 時～正
午、ゆうゆうセンター運動療法室。
ヨガでリラックスタイム。定員は
20人（保育付きは、15人まで）。
要予約。参加費 500 円。［申・問］
6 月 16 日（月）午前 10 時～ 20
日（金）正午までに、kid's さぽー
とかたの（℡  090・9865・7724）

子供ピンポン大会
　7月20日（日）午前9時～午後
1時、いきいきランド交野メインア
リーナ。1～ 4年生の部、5～ 6
年生の部、各シングルス。対象は市
内在住・在校の小学生。参加賞あり。
上靴持参。参加費無料。主催は交野
市卓球連盟。［申・問］7月12日（土）
までに近藤さん（℡  893・1387）


