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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
　9月 11日（木）午後 1時～ 3
時、ゆうゆうセンター 3階。歌
のボランティア「たんぽぽ」の
出演です。おなじみの歌を合唱。
チェロ、ハーモニカの演奏など。
歌の好きな人大集合。2時 30
分から会議。参加費無料。［問］
森兼さん（℡  894・4500）

カウンセリング「心のサポート」
　9月 12日（金）・28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、
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。掲載日以外の相談も可能。
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）

わらべうた胎教マッサージ教室
　9月 12 日（金）午前 9時 30
分～ 10 時 30 分、ゆうゆうセ
ンタープレイルーム。胎教に良
いマッサージと赤ちゃんの抱っ
こについてお話しします。対象
は妊娠 20 週以降の妊婦の人。
参加費 800 円。［申・問］助産
師の山本さん（℡  090・3910・
0343）
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冬野菜の無農薬栽培セミナー
　9 月 2 日（火）午前 10 時～
正午、ゆうゆうセンター体験学
習室。白菜、大根などの冬野菜
を有機無農薬で作っています。
そのポイントを説明します。参
加費無料。［申・問］山本さん
（℡  893・1716）

ラフター（笑い）ヨガ妃ちゃん
　9 月 3 日（水）午後 1 時 30
分～ 3 時、ゆうゆうセンター
3階。子どもの心に帰って大笑
いしましょう。気持ちいいです
よ。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）

大正琴合奏♪無料体験会♪
　9月4日（木）・18日（木）午
前11時～正午、青年の家学びの
館。大正琴で合奏を楽しんでみ
ませんか。音符が数字なので、数
字のキーを押して簡単に弾けま
す。貸し琴があります。お気軽に
ご参加ください。入場無料。［申・
問］坂山さん（℡  ・℻   892・3943、
℡  090・5893・0660）

カラオケグランプリ大会
　9月 7日（日）午前 10時（開
演）、星の里いわふね。ゲスト歌
手、日高てつおさん来演。来場

先着100人に粗品を進呈。お花
が当たるお楽しみ抽選会もあり
ます。入場無料。主催はNISI 歌
謡教室。［問］荒井さん（℡  891・
9757、℡  090・9706・1008）

行政書士による日曜無料相談会
　9月7日（日）午後1時～3時、
ゆうゆうセンター。遺言・相続、
内容証明・示談書の作成など。
予約不要。相談料無料。［問］行
政書士会枚方支部の塩谷さん
（℡  380・0722）

読書会（かたの子ども文庫主催）
　9 月 9 日（火）午前 10 時～
正午、倉治図書館。「児童文学論
第 12章」知識の本。今回は子ど
も同伴可能で、「ちいさいきかん
しゃ」他 4冊の絵本を読み聞か
せします。講師は大澤百世さん。
参加費 500円。［問］文庫連絡会
の東さん（℡  894・1001）

美しい背骨の作り方健康講座
　9月9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。予
約制。参加費500円。［申・問］松
岡さん（℡  090・5099・5538）

心の病を抱えた家族の方々集合
　9月 10 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

フリーマーケット出店者募集

と 　き　10 月 19 日（日）午前 10 時～午後 3
時〈雨天の場合は 26日（日）に延期〉
ところ　いきいきランド交野　ミルキーウェイ
参加費　1,500 円（1ブース）
主　催　交野市女性団体連絡協議会
［ 申］往復はがきに①住所②名前③電話番号④主
な出品物を記入し、9月20日（土）までに〒576
－0052　私部2－29－1　社会教育課
［ 問］山本さん（℡  891・6833）か、木内さん
（℡  891・4025）

交野市ソフトテニス連盟主催
「ソフトテニス教室」

と 　 き　10 月 17 日・24 日、11 月 7 日・14 日・
21日午前9時～11時　〈いずれも金曜日、全5回〉
ところ　私部公園テニスコート
対　象　一般女性（最小催行人数 4人）
持 ち物　テニスシューズ、ラケット（貸し出し可）
服　装　動きやすい服装
参加費　2,000 円（保険代含む）
［ 申・問］9月26日（金）までに、体育文化協会（℡  892・
7721）か、同連盟理事の魚住さん（℡  892・6146）
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交野古文化同好会・歴史ウオーク
　9月 13日（土）午前 9時、河
内磐船駅集合。9時 17 分に乗
車のため、時間厳守。小雨決行。
大塩平八郎の史跡巡り。天満界
隈を歩く。現地で正午解散。案
内は高尾秀司さん。参加自由。
参加費 200 円（資料代）。［問］
村田さん（℡  892・2326）

おもちゃづくり広場
　9月13日（土）午後1時 30
分～3時 30分、いきいきランド
交野ロビー。やじろべえ・体操人
形などを作ります。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）

音の科学実験コンサート
　9月 15日（祝）①午前 11時
15分～②午後 2時 30分～、ラ
ポールひらかた。「音楽劇団てん
てこ」が、自由な発想の面白い楽
器で演奏会。対象は乳幼児以上。
参加費 1,300 円（4歳未満は無
料）。［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）

第 12回星のパレット水彩画展
　9月16日（火）～21日（日）
午前9時30分～午後4時30分、
青年の家ロビー。21日は午後

4時まで。〝水〟をテーマに描い
た作品の他、風景画、人物画、静
物画などを多数展示。入場無料。
［問］松本さん（℡  892・8503） 

聴覚障害ピアサロン
　9 月 16 日（火）午前 10 時
～午後 0時 30 分、ゆうゆうセ
ンター 3階団体共用ルーム 1。
テーマは「糖尿病にならないた
めには」。対象はろうあ者、難聴・
中途失聴者。参加費無料。［問］
障害者相談支援センター「かた
の」（℡  893・7006）

あしたへ !
　9月 18 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）

はじめての文化箏♪体験会
　9月 19 日（金）午
後 1 時 15 分～ 2 時
30分、いきいきラン
ド交野 2 階。初心者
の人も手軽に演奏できる小さな
お琴を一度弾いてみませんか。
「夕やけこやけ」他。詳細はお電
話で。参加費無料。［申・問］前
田さん（℡  090・6371・4523）

成年後見制度と遺言を考える
　9月20日（土）午前10時 30
分～正午、ラポールひらかた。身
内に頼らない老後を迎えるため
に今できることを、司法書士が
解説します。定員50人。参加費
800円。［申・問］北河内ボランティ
アセンター（℡  ・℻   848・4166）

人工肛門・膀胱の講習会
　9月 20日（土）午後 1時～ 4
時、ラポールひらかた大研修室。
障がい福祉の話とオストメイト
のストマの勉強会。講師は星ヶ
丘医療センターのWOC・認定

看護師。入場無料。主催は新星
友の会。［申］直接会場［問］西沢
さん（℡  090・3627・3308）

笑って元気 ! 笑いヨガ
　9月20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。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）

集団的自衛権と主権者の私達
　9 月 20 日（土）午後 2 時～
4時、ゆうゆうセンター体験学
習室。憲法とくらしを考える会
主催の学習会です。講師は弁護
士の笠松さん。参加費 500 円。
［問］松村さん（℡  892・4938）

自閉症・発達障がい関係研修会
　9月 20日（土）午後 2時～ 4
時、ゆうゆうセンター交流ホー
ル。自閉症・発達障がい者への
コミュニケーション支援に関
し、筆談を使った視覚支援につ
いて学びます。参加費 500 円。
［問］障がい者相談支援センター
明星（℡  891・3636）

交野デジカメ同好会　写真展
　9月 23日（祝）～ 28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
の作品約 50 点を展示します。
みなさまのご来場をお待ちして
います。入場無料。［問］小嶋さ
ん（℡  892・1607）

ボーイスカウト 1日体験
　9月 23 日（祝）午前 9時 30
分（受付）～正午、淀川河川敷
公園（駐車場は桜町交差点堤防
下）。「妖怪ウォッチ in 北大阪、
仲良くなろう妖怪と」。対象は
年長～小学校 5年生の男女。参
加費無料。主催はボーイスカウ
ト北大阪地区。［申・問］高山さ
ん（℡  090・9159・9510）

私立中学・高校入試説明懇談会
　9 月 23 日（祝）午後 1 時～
5時、ラポールひらかた。大阪・
京都の私学 28 校が集結。先生
との個別相談で納得いく学校選
びを。入場無料。交野・枚方・
寝屋川市教育委員会後援。［申］
直接会場［問］マイライフ新聞
社（℡  859・3332）

はなきんくらぶ
　9月 26 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）

交野古文化同好会・勉強会
　9月 27日（土）午前 10時～
正午、青年の家学びの館。講演
会「豪商淀屋の歴史」。講師は淀
屋研究会代表の毛利信二さん。
参加自由。参加費 200 円（資
料代）。［問］村田さん（℡  892・
2326）

第 31回歌唱発表会
　9月 27 日（土）午
後 0時 30 分（開場）
～ 5時、ゆうゆうセ
ンター 4階交流ホール。カラオ
ケ歌唱発表会。入場無料。主催
は交野歌謡同好会。［問］奥野さ
ん（℡  891・3838）

中高年「お一人様」おしゃべり会
　9月 28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 歳くらい
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（℡  080・
4248・1531、℡  893・8421）

わらべうたベビーマッサージ
　9月29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 : te to.
po.2013@gmail.com）

親子で　パラバルーン遊び ! !
　9月 30日（火）午前 11時～
11時50分、ゆうゆうセンター。
風船のように大きく広がった
り縮んだり、空高く上がった
り、回転したり。ドキドキ、ワク
ワク。対象は 1～ 3歳児。参加
費 500 円。［申・問］小澤さん
（℡  090・7103・4793）か、角
田さん（℡  090・5127・6952）

ベビーサイン体験教室
　10月3日（金）午前10時 30
分～11時 30分、ゆうゆうセン
ター2階プレイルーム。ベビー
サインで育児をもっと楽しく。
対象は生後 5か月～1歳 6か
月までの赤ちゃんとお母さん。
参加費 1,000 円。［申・問］早
川さん（℡  080・5041・1256、
e-mail:teto.po.2013@gmail.com）

北河内PTAコーラス交歓会
　10月 4日（土）午後 2時 30
分（開演）、門真市民文化会館ル
ミエールホール小ホール（門真市
末広町29－1）。PTA相互理解
と親睦を深める心温まる発表会。
来年参加校募集。入場無料。［問］
浦﨑さん（℡  06・6901・8101）

きさいべふれあい祭りのご案内
　10月 5日（日）午前 10時～
午後 4時、いきいきランド交野
ミルキーウェイ。旧の私部（きさ
いべ）村の各地区が一丸となっ
て運営しています。第 5回目の
開催です。みなさまのご参加を
お待ちしています。入場無料。
［問］池川さん（℡  892・3854）

クッキングクラスへのお誘い! !
　10月 5日（日）午前 11時～

  会員募集　●●●

ママさんバレーボール「コスモス」
　毎週土曜日午後1時 30分～
5時、私市小学校。身体を動かし
たい人、一緒に楽しく汗を流しま
せんか。見学、体験、子ども連れ
も大歓迎。まずはお電話くださ
い。入会金無料。月会費1,500円。
［問］竹本さん（℡  892・0262）

姿勢美人をつくるヨガ講座
　毎週木曜日午前10時～11時、
青年の家。日々の生活によってゆ
がみの生じた骨盤を、正しい位置
へ導く骨盤調整ヨガです。深い呼
吸とともに健康的で美しい姿勢
を目ざしましょう。入会金無料。
参加費1,000円（1回）。［問］大久
保さん（℡  090・5085・1801）

交野市消費生活展

　消費者に知っておいてほしい
ことを分かりやすくパネルで展
示します。また、キッチンスケー
ル、体重計、体温計、ヘルスメー
ター、体脂肪計（家庭用に限る）
を無料で検査します。
と 　き　10 月 1 日（水）・2日
（木）午前 10時～午後 4時
と  ころ　青年の家1階　ロビー
［問］代永さん（℡  892・8568）

午後 2時、ゆうゆうセンター調
理実習室。関西外大留学生と英
語を交え、楽しく料理しません
か。英語はできなくても大丈夫
です。先着 20 人。参加費 800
円。［問］交野市国際交流協会
（℡  894・1113）

第 15回ダブルス大会
　10月 25日（土）
午前 9 時～午後
5 時、いきいきラ
ンド交野。種目は
混合W、男子W、女子W。対象
は市内在住・在勤者。参加費は
2,000 円（各種目 1組）。主催は
交野市卓球連盟。［申・問］10
月 12日（日）までに、近藤さん
（℡  ・℻   893・1387）

親の会バザー用品提供のお願い
　10月 29 日（水）のバザーと
11 月の健康福祉フェスティバ
ルのバザーに、物品（新品に限
る）を提供していただける人は
連絡をください。［問］交野市
障害児（者）親の会の須井さん
（℡  892・8815）か、下村さん
（℡  893・1621）



26.09.01 (30)(31)26.09.01

みんなのページ

おりひめちゃん
作：泉　麗香

人口と火災・救急
7 月末の市の人口

人　口 78,028 人
男 37,795 人
女 40,233 人

世帯数 31,327 世帯

7 月の火災と救急
火災 1件 救急 269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。

  ハイキング●●●

　救急安心センターおおさかにつ
いては、15㌻をご覧ください。［問］
消防署警備課（℡  892・0119）

  大会結果　●●●
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女性のかんたんヨガ＆美体操
　毎週火・木曜日午前～、青年
の家。ヨガや有酸素空手ビクス
で一緒に美しくなりませんか。
無料体験は 9 月 25 日（木）・
30 日（火）午前。先着順ですの
で、お早めにお申し込みくださ
い。入会金無料。月会費 2,500
円。［申・問］古川さん（℡  080・
3867・2445）

ひらかた男声合唱団
　毎週火曜日午後 2時～ 4 時
30 分、サンプラザ生涯学習市
民センター、枚方公園青少年セ
ンター（いずれも枚方市）。男
声合唱の醍醐味を楽しもう。経
験不問。指揮者は高嶋昌二さん。
入会金 1,000 円。月会費 3,000
円。［問］加藤さん（℡  855・
9681） 

NISI 歌謡教室
　新曲を覚えカラオ
ケで歌いませんか。青
年の家（女性）。星田
会館（男性・女性）。
入会金1,000 円。月会費 3,500
円（2回。教材費含む）。〈楽しむ
会〉星田会館（男性・女性）。入
会金1,000円。月会費 2,000円
（2回）。詳細は電話連絡の上、無
料体験見学にお越しください。
［問］荒井さん（℡  891・9757、
℡  090・9706・1008）

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）

エピカ（混声合唱）　メンバー募集
　毎月第 1・3土曜日午後 7時
～、青年の家 304 号室。コー

ラスを楽しみながら、人の輪
を広げたい仲間を募集してい
ます。初心者歓迎。経験者大歓
迎。お電話の上、お越しくださ
い。入会金無料。月会費500円。
［申・問］長谷川さん（℡  090・
9868・7486）

親子英語サークルAOmamaサロン
　毎月第 3日曜日午前10時～
11時、藤が尾ふれあい館。対象は
年中～小学校低学年のキッズと
ママ。入会金無料。参加費1,000
円（1回）。［申・問］板橋さん
（℡  090・8201・7508、e-mail:a
omamasalon@ouchideeigo.com）

エミック英会話クラブ
　毎週火曜日午後 4時～、青年
の家。小学生が楽しみながら学
ぶ英会話クラブ。ネイティブ先
生と練習あり。学年ごとに時間
差スタート。体験随時。星田出
張所クラスあり。入会金無料。
月会費 4,000 円。［申・問］上本
さん（℡  090・1482・5034）

着付け教室（末広会）
　第 1・2・3 火曜日午前 10
時～正午、駅前住宅集会所。一
人で着物を着て、おでかけしま
せんか。会費 500 円（1回）。運
営費として月 300円。［問］津田
さん（℡  892・6581）か、田井
さん（℡  892・4056）

日本民踊　新舞踊
　毎月 3回木曜日午後 1時～
4時、ゆうゆうセンター運動療
法室。基本を大切に楽しく美し
く。年齢・男女を問わず。他に火・
土曜日の教室もあり。入会金無
料。月会費 3,000 円（部屋代含
む）。［問］大阪民踊ふじ美会の
札埜さん（℡  893・3758）

前結び着付研究会
　毎週金曜日午後 1時 30分～
3 時、武道館。手元を見ながら
前で結ぶので、楽に簡単に、着
くずれしにくい着方と帯結び

ができます。入会金無料。月会
費 1,000 円。［申・問］宮原さん
（℡  090・4566・6446）

交野学生書道会
　毎月第 1・2・3 水
曜日午後 1 時～ 4 時
30 分、青年の家 202
号室。または第 1・2・3土曜日
午前 9時 30 分～正午、青年の
家 201号室。ひらがな・漢字の
練習。毛筆・硬筆。講師は生田
松雪さん。対象は小学校 1～ 6
年生。入会金 1,000 円。月会費
1,800 円。［申・問］直接会場か、
生田さん（℡  891・0138）

交野市書道同好会
　毎月第 2・4火曜日午前 9時
30 分～ 11 時 30 分と、午後 1
時 30 分～ 3時 30 分。第 2・4
水曜日午後 1 時 30 分～ 3 時
30分と、午後 6時～ 8時、青年
の家 203号室。楷書・行書・か
な・実用書。初心者対象。定員
12 人。指導は書家の生田碧雲
さん。入会金 2,000 円。月会費
2,800 円。［申・問］直接会場か、
生田さん（℡  891・0138）

木彫り同好会
　毎月第 1・3 火曜
日午後 6 時 30 分～
8時 30分、青年の家。
各自、好きなものをマ

大岩山展望所（伏見区）
　9月 27 日（土）午前 7時 45
分、交野市駅集合。枚方市駅－
中書島駅－桃山南口駅－明治天

子供ピンポン大会
　7月 20日（日）いきいきラン
ド交野で、21 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。
▷  低学年の部　
　①牧歩空　②谷崎路心
▷高学年の部
　①山崎葵　②矢尾まいの

  善　　意　●●●

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。
▷ 私部の T・Hさんから 9万円
▷ ㈱ビューティーサロンモリワ
キからモリワキ祭り収益金 5
万 3,343 円

イペースで彫り、雑談も交えて
楽しんでいます。見学歓迎。入
会随時。入会金 1,000 円。会費
4,000 円（半年）。［問］若松さん
（℡  892・5621）

子供スイーツ工房
　毎月土・日曜日午前と午後、
ゆうゆうセンター調理室。月 3
回実施から 1回選択。対象は小
学校 2年生以上。期間は 10 月
～ 3月（全 6回）。入会金無料。
参加費 1万 2,000 円（材料費込
み）。［問］六反田さん（℡  080・
5576・4340）

交野市国際交流協会（KIFA）
　10 月からの後期語学教室新
規参加者募集中。英語・スペイ
ン語・中国語・韓国語・フラン
ス語・TOEIC 対策など。入会金
1,000 円。年会費 1,000 円（後
期）。受講料・教材費などは別
途。詳細はHPをご覧ください。
［申・問］交野市国際交流協会
（℡  894・1113、月～金曜日午
前 9時～午後 5時）

第35回交野市空手道選手権大会

　6月 8日（日）いきいきランド交野で、200人が参加して行われました。優勝者
は次のとおりです。敬称略。
▷ 個人・形〈幼年混合〉面高七海〈小 1男子〉畑中健一龍〈小 2男子〉末井大智〈小
1・2女子〉安岡珠里〈小 3男子〉笹本慶也〈小 4男子〉新留心斗〈小 3・4女子〉
長田帆乃花〈小 5男子〉平野琢己〈小 6男子〉前澤勇里〈小 5・6女子〉池田瑚遥
〈中学男子〉長田宝大〈中学女子〉徳永芽生〈段外混合〉溝越大秦〈高・一般男子〉
赤木大翔〈高・一般女子〉早川香菜
▷ 個人・組手〈幼年混合〉面高七海〈小1男子〉畑中健一龍〈小2男子〉末井大智〈小1・
2女子〉安岡珠里〈小 3男子〉池田哲平〈小 4男子〉橋田陵冴〈小 3・4女子〉田中
育〈小 5男子〉藤井哲也〈小 6男子〉笹本稜也〈小 5・6女子〉池田瑚遥〈中 1男子〉
赤木皓太〈中 2・3男子〉面高海斗〈中学女子〉大西芹奈〈段外男子〉溝越大秦
▷ 団体・形〈小（低）混合〉交野C〈小（中）混合〉交野C〈小（高）混合〉青山B〈中
学混合〉交野
▷ 団体・組手〈小（低）男子〉交野A〈小（低）女子〉青山A〈小（中）男子〉青山〈小（中）
女子〉青山〈小（高）男子〉郡津〈小（高）女子〉交野A〈中学男子〉交野〈中学女子〉
青山B

皇伏見桃山陵－仏国寺－大岩
山展望所－藤森駅。小雨決行。
一般向け 8㌔。参加費 200 円。
交通費 700 円。［問］鶴園さん
（℡  891・6002）

けいはんな記念公園
　10月 11日（土）午
前 7時 50分、河内磐
船駅集合。祝園駅－
精華町役場－畑ノ前
公園－けいはんな記念公園－け
いはんなプラザ－鳥谷公園－祝
園駅。年齢証明必要。小雨決行。
一般向け 8㌔。参加費 200 円。
交通費1,000円。［問］鶴園さん
（℡  891・6002）

交野市有功者表彰

　学校教育審議会会長や火災予
防協会会長を歴任されるなど、
多方面にわたり、市政の振興に
寄与された功績をたたえ、8月
3日に逝去された加地脩郎さん
を同日付けで有功者として表彰
しました。

  会員募集　●●●
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