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僕らの街のふだん着コンサート
　8 月 3 日（日）午後 1
時 30 分（開演）、ゆうゆ
うセンター多目的ホー
ル。「北河内の音楽仲間
が集まって来るよ」。合唱、ゴス
ペル、リコーダー演奏。みんなで
歌うコーナーで笑顔いっぱい。入
場無料。［問］村木さん（℡  891・
8110）

レインスティックを作ろう
　8 月 6 日（水）午前 10 時～正
午、倉治図書館 2階視聴覚室。雨
音を奏でる楽器を作ります。対象
は小学生。先着 25人。持ち物はス
ティックのり、水筒。参加費無料。
［問］おはなしぐるーぷ KIRARA
の木本さん（℡  ・℻   892・2402）

ラフターヨガ　妃ちゃん
　8 月 6 日（水）午後 1 時 30 分
～ 3時、ゆうゆうセンター 3階。
大笑いして心も体もリフレッ
シュ。ユニークな健康法で喜びを
迎えましょう。誰でも参加可能。
飲み物持参。入会金無料。参加費
500円。［申・問］岡田さん（℡  080・
2411・6105）

視覚障害者のための友愛サロン
　8月 7日（木）午後 1時～ 3時、
ゆうゆうセンター 3階。落語のラ
イブです。テレビと違ってすごい
迫力です。出演は淀乃晴幸さん。
賛助出演で三味線の演奏もあり
ます。笑いの好きな人、大集合。参
加費無料。［問］森兼さん（℡  894・
4500）

健康姿勢講座
　8月 9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、背骨のゆ
がみによる腰痛や、肩こりの原因
ともいわれる姿勢について。定員
10人。参加費無料。［申・問］中野
さん（℡  090・6679・5868）

原始人の生活をやってみよう !
　8月 9 日（土）午前
10 時～、天野川。原
始人になって「天野
川で川遊び、生き物
調査など」をみんなで楽しもう。
詳しくは交野タイムズ（http://
www.katano-times.com/）をご覧
ください。要予約。参加費 1,000
円。［申・問］原田さん（℡  090・
2064・0407）

おもちゃづくり広場
　8 月 9 日（土）午後 1 時 30 分
～ 3時 30 分、いきいきランド交
野ロビー。ストローとんぼ、びっ
くり蝶などを作ります。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連絡会玉手
箱の井上さん（℡  893・0437）

カウンセリング「心のサポート」
　8月 12日（火）・30日（土）午
後 1時～、ゆうゆうセンター 3階
学びの部屋。「お母さんを愛してい
ますか。お父さんと話せています
か」。親を知り、自分の生き方を整
理しませんか。男女・年齢制約な
し。予約制。相談料 800 円。［申・
問］山本さん（℡  080・4248・
1531）

廃食油回収
　8月 16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
用油を回収します。水、天かすな
どが入らないようにして、時間内
に持参してください。空容器は各
自持ち帰り、処理してください。

［問］代永さん（℡  892・8568）

サウンド会　社交ダンス交流会
　8 月 16 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）

笑って元気 ! 笑いヨガ
　8月 16日（土）午後 1時 30分
～ 3時、ゆうゆうセンター 3階。
笑いと深呼吸を組み合わせた体操
で、心も体も健康に。子どもから
高齢者まで誰でも参加できて、楽
しいよ。参加費 500 円。［問］あり
がとう笑いヨガクラブ交野の藤谷
さん（℡  090・3038・5085）

包丁、ハサミ研ぎ
　8月 20日（水）・21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、ハサミを研ぎます。受け付け
順に研ぎ、出来上がり次第お渡し
します。［問］代永さん（℡  892・
8568）

自然体験KIDSキャンプ
　8月 23日（土）・24日（日）〈1
泊 2日〉、寝屋川市野外活動セン
ター（四條畷市下田原 2237）。自
然の中で夏休み最後の思い出を作
りましょう。体験入隊も歓迎。参
加費は小学生 2,000 円、中学生以
上 2,500 円。［問］かたのクリーン
パトロール隊の伊藤さん（℡  090・
6204・5611）

第1回交野ゆめとぴあ
　子どもたちが絵本の世界を表現する「音画劇」と、お
菓子の販売・演奏を行う「ぴあぴあフェスティバル」
を開催します。
と 　き　8月 10日（日）午前 11時～午後 3時
　〈音画劇〉午前11時～〈ぴあぴあフェスティバル〉午後0時45分～
ところ　ゆうゆうセンター 4階　多目的ホール　※入場無料
［問］夢工房ぴあぴあの前田さん（℡  090・2282・0054）　
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東舞鶴港
　8 月 23 日（土）午前 7 時 10
分、河内磐船駅集合。新三田駅－
東舞鶴駅。市内見学をします。青
春 18きっぷ使用。小雨決行。一般
向け 7㌔。参加費 200 円。交通費
2,300 円。［問］鶴園さん（℡  891・
6002）

服部緑地
　9月 13日（土）午
前 7時 55 分、河内
磐船駅集合。京橋駅
－梅田駅－淡路駅
－関大前駅－関西大学－都市緑化
植物園－服部緑地－曽根駅。小雨
決行。一般向け 9㌔。参加費 200
円。交通費 1,400 円。［問］鶴園さ
ん（℡  891・6002）

謡曲（能楽）同好者募集交野交謡会
　毎月第 2・4 木曜日午後 1 時
30分～ 4時、武道館 2階。初心者
向け練習会を行っています（鶴亀・
羽衣など）。現在数人で楽しくやっ
ています。ご相談を承ります。経
験者は他に練習の場あり。入会金
無料。月会費 500 円。［問］北村さ
ん（℡  892・4966）

ぴよぴよクラブ♪親子リトミック
　毎月 2 回午前。
月・木・土曜日、青
年の家。金曜日、ゆ
うゆうセンター。楽しいプロの先
生のリトミック。講師はバレエ協
会ピアニスト。対象は 10 か月～
5歳。体験無料。入会金 1,000 円。

第 36回交野市長杯卓球大会
　6月 15 日（日）、いきいきラン
ド交野で、297 人が参加して行
われました。優勝者は次のとおり。
敬称略。
▷ 男子ダブルス
　 澤啓二・宮田信夫
▷ 女子ダブルス
　山本イツ子・山本千鶴子
▷男子シングルス
　 澤啓二
▷女子シングルス
　木全文子
▷ジュニア男子シングルス 1年
　山崎泰一
▷ジュニア男子シングルス 2年
　郡山慎吾
▷ジュニア男子シングルス 3年
　道廣和暉
▷ジュニア女子シングルス 1年
　加山歩未
▷ジュニア女子シングルス 2年
　新居志寿
▷ジュニア女子シングルス 3年
　黒田佳花

第 17回交野市長杯G・G大会
　6月 4日（水）、私部公園グラウ
ンドで、160 人が参加して行わ
れました。上位の成績は次のとお
り。敬称略。
▷男子の部
　①中和夫　②井上隆司
▷  女子の部
　①神前和江　②鰐部陽子

10 時～ 29 日（金）正午までに、
kid's さぽーと・かたの（℡  090・
9865・7724）

第 36回交野市市長杯テニス大会
　9 月 14 日（日）私部
公園テニスコート。予
備日 15日（祝）。〈45歳
男・60 歳男複〉午前 8
時、〈一般女・45歳女複〉
9時 30分、〈一般男複〉11時、〈混
合〉午後 1時。参加費 2,000 円（1
組）。参加資格は市内在住・在勤・
在学者。［申］9 月 4 日（木）まで
に青年の家［問］山田さん（℡  892・
9235）

交野市星友クラブ連合会（老人クラブ）

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。

おりひめちゃん
作：泉　麗香

人口と火災・救急
6 月末の市の人口

人　口 78,028 人
男 37,792 人
女 40,236 人

世帯数 31,303 世帯

6 月の火災と救急
火災 1件 救急 216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。
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美しい背骨の作り方健康講座
　8月24日（日）午後2時～3時、
ゆうゆうセンター学びの部屋 3。
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、
病気の予防になります。予約制。
参加費 500円。［申・問］松岡さん
（℡  090・5099・5538）

わらべうたベビーマッサージ
　8 月 25 日（月）午
前 10 時 30 分～ 11
時 30 分、交野会館 2
階。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:t
eto.teto-77@zeus.eonet.ne.jp）

2014「夏の写真展」
　〈前期〉8月 26 日（火）～ 31
日（日）〈後期〉8月 31日（日）～
9月 7日（日）〈月曜日休館〉午前
9時～午後 4時 45 分、青年の家
ロビー。7日は午後 4時 15 分ま
で。入場無料。主催はかたの写真
同好会。［問］井口さん（℡  891・
3219）

ワイヤーリング　アクセサリー
　8 月 26 日（火）午後 1 時～ 3
時 30 分、ゆうゆうセンターお年
寄り健康教室。ランプビーズを
使ってワイヤーをコイル巻きに
すると、簡単にすてきなリングが
出来上がります。経験がなくても
大丈夫です。参加費 2,000 円（材
料費）。［問］山田さん（℡  891・
0558）

はなきんくらぶ
　8月 29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）

中高年「お一人様」おしゃべり会
　8月 30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）

秋の交野オープン卓球大会
　9 月 6 日（土）午前 9 時～午
後 5時、いきいきランド交野。混
合、男子、女子、ダブルス（合計年
齢 99 歳以下、同 100 歳以上、同
130歳以上）9種目。参加費2,000
円（1組）。主催は交野市卓球連盟。
［申・問］8 月 17 日（日）までに
安原さん（℡  ・℻   891・8380）

交野市長杯ソフトテニス大会
　9月7日（日）午前8時30分（開
場）、私部公園テニスコート。雨天
の場合は 9月 21日（日）に延期。
男女別ダブルス。対象は中学生以
上。参加費 1,200 円（1組）、中学
生 800円。［申・問］8月 27日（水）
までに青年の家（℡  892・7721）
か、魚住さん（℻   892・6146）

交野シティフィル第16回定期演奏会
　9月 7日（日）午後 2時（開演）、
枚方市民会館大ホール。交野市出
身の落語家林家笑丸さんを歌劇カ
ルメンの語り手に迎えます。チャ
イコフスキー交響曲 4番など。入
場料 1,000 円（高校生以下無料）。
未就学児の入場不可。［問］木下さ
ん（℡  891・7264）

ママのリフレッシュデー開催 !
　9月 11日（木）午前
10時～正午、ゆうゆう
センター学びの部屋。
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］8 月 25日（月）午前

おりひめちゃん
作：泉　麗香
おりひめちゃん
作：泉　麗香

　市職員の募集については 9㌻をご
覧ください。［問］総務課（℡  892・
0121）

第 2回市星連体力測定会募集

と　き　10月 7日（火）午後 1時～ 4時
と ころ　ゆうゆうセンター 4階　多目的ホー
ル

対 　象　会員および市内在住の 60歳以上の人
定　員　先着 50人
参加費　無料（体力測定手帳進呈）
［ 申・問］8 月 31日（日）までに、市星連若手
部の天野さん（℡  090・6600・3538）

第 3回市星連ゴルフ大会参加募集

と　き　10月 31日（金）
ところ　交野カントリークラブ
対　象　市内在住の 60歳以上の人
定　員　先着 120人
参 加費　市星連会員 1万 4,500 円、非会員 1万 5,500
円（キャディフィ・賞品代・会食代込み）

［ 申・問］8 月 31日（日）までに、市星連若手部の佐々
木さん（℡  090・3714・5383）

会費 800円（1回）。［問］橋本さん
（℡  090・8535・4340、e-mail:r
yo_jun@k.vodafone.ne.jp）

LA-NOMステンドグラス
　第 2水曜日午後 1時～ 4時 30
分、第 4水曜日午前 10 時～午後
4時 30分、青年の家。いろんなガ
ラスで、ランプシェード、ジュエ
リーボックス、パネルなどを作り
ます。おしゃべりしながら楽しい
時間を過ごしませんか。時間など
相談可。入会金無料。会費 3,000
円（2回）。［問］野村さん（℡  893・
8271）
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