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〈四條畷市〉
まつりの謎にせまる ー第29回特別展に関連してー
と　き　10月 8日（水）午後 1時 30分～ 4時
集合場所　四條畷市立歴史民俗資料館
　特別展で、北河内の縄文時代から中世にわた
る、〝まじない〟や〝まつり〟の展開を見学します
（記念品付き）。また、奈良井遺跡や木間池北方遺
跡などを巡ります。行程約 4.5㌔
〈交野市〉
郡津から私部へ ～交野の古代から近代を歩く～
と　き　10月 22日（水）午後 1時 30分～ 4時
集合場所　京阪郡津駅西側　松塚公園
　郡津丸山古墳から古代の交野郡衙跡、戦国期の
私部城、江戸時代の代官屋敷・北田家住宅、大正
時代から続く山野酒造まで、町並みを楽しみなが
ら、交野の歴史をたどります。行程約 5㌔
〈守口市〉
大久保地域の南部を訪ねて ～もりぐち歴史館
「旧中西家住宅」の内部見学を中心に～
と　き　11月 12日（水）午後 1時 30分～ 4時
集合場所　京阪大和田駅北側　ロータリー
　もりぐち歴史館「旧中西家住宅」主屋・大門（市
指定有形文化財）の見学を中心に、弥次右衛門記
念碑や藤田天社宮など、周辺の名所・旧跡を訪ね
ます。行程約 4㌔
〈門真市〉
大塩の乱と門真の史跡
と　き　11月 19日（水）午後 1時 30分～ 4時
集合場所　門真市立歴史資料館
　天保 8年（1837 年）、大塩平八郎の乱に加わっ
た門真三番村の茨田郡士に関する史跡を巡りま
す。また、パナソニックミュージアムで懐かしい
電化製品を見学します。行程約 2.5㌔

聞く・見る・歩く
北河内　パート15

送迎バス時刻表
車　名
〈リボン〉 停車場 時　間

（午前）

1号車
〈ピンク〉

倉治バス停前 11時30分
南倉治バス停前 11時35分
第二中学校前 11時40分
郡津消防分団車庫前 11時45分

2号車
〈水色〉

星田山手入口（星田行き「星の
森」バス停） 11時27分

平和台霊園前 11時30分
JR星田駅バス停 11時35分
星田4丁目バス停 11時40分
北星田バス停 11時43分

3号車
〈緑色〉

妙見口バス停（交野方面行き） 11時30分
藤が尾2丁目バス停 11時35分
私市・御幸橋前（私市共同墓地前）11時40分
私市3丁目バス停（交野方面行き）11時45分

5号車
〈黄色〉

森北1丁目「森」交差点北側 11時30分
青山3丁目バス停 11時35分
府道交野久御山線大阪ガス交野
ステーション前（時計台） 11時37分

喫茶「のんのん」前（私部） 11時45分
さくら丘住宅バス停（天野が原町）11時50分

6号車
〈黄緑色〉

松塚「松塚ふれあい館」前 11時35分
梅が枝南信号「はるやま」前 11時40分
住吉神社前 11時48分
青年の家前 11時50分

7号車
〈オレンジ〉

星田西フレスコ前「ふれあいプ
ラザバス停」（星田駅方面行き） 11時28分

星田山手3丁目「ゆうゆうバス停」前 11時30分
南星台4丁目「ゆうゆうバス停」前 11時35分
妙見東2丁目「ゆうゆうバス停」前 11時40分

交野市（マ
イクロバス）
〈茶色〉

神宮寺集出荷場前 11時40分

寺南川橋前 11時45分

　※ 4号車はありません。

と 　き　10月4日（土）午後0時 30分～4時（予定）
と ころ　ゆうゆうセンター 4階　交流ホール
対 　象　市内在住のおおむね 65歳
以上の人、星友クラブ連合会会員
プログラム
▷ 第 1部＝式典
▷ 第 2部＝演芸発表（各老人クラブの代表者による
歌や踊り）
※ 当日は、下表のとおり送迎バスを運行します。また、
大会終了後は、乗ってきたバスでお送りします。
※  1 号車の停車場に「倉治バス停前」が追加されま
した。

問い合わせ　高齢介護課（℡  893・6400）

老人福祉大会・
星友クラブ大会

　各地の歴史や文化を身近に感じ、
地域の良さを発見しましょう。
とき・内容　下表のとおり
対 　象　市内在住で 4回とも参加できる人
定 　員　20人（申込者多数の場合は抽選）
※ 申込者全員に応募結果を送ります。当選者は、
参加費を社会教育課にお支払いください。参加
費の支払いをもって、受け付けとなります。
参加費　300円（保険代）　※ 交通費は自己負担
申 し込み　往復はがきに①住所②名前（ふりが
な）③年齢④電話番号を記入し、9月 12日（金）
〈必着〉までに、〒 576 ー 0052　私部 2－ 29
－ 1　社会教育課

※ 1枚のはがきで、2人まで申し込めます。
問い合わせ　社会教育課（℡  892・7721）
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1010月1212 日（日）日（日）
種　目種　目 とき・ところ・対象とき・ところ・対象 内　容内　容 持ち物持ち物 申し込み申し込み

ソフトボール
（交野市ソフトボー
ル協会）

▷午前 9時～
▷ いきいきランド交野グラウンド
▷ 中学生・一般・60歳以上の
男女

※雨天時は翌日に順延

ジョイフルスローピッ
チソフトボール

バット（3号）、
グローブ、練習
用ボール

9 月 26 日（金）ま
でに青年の家窓口。
当日は追加変更の
み受付可。抽選会は
10月 3日（金）

バドミントン
（交野市バドミント
ン連盟）

▷午前 9時～午後 4時
▷ いきいきランド交野サブア
リーナ

▷市民

基礎・応用練習の後に
試合

体育館シュー
ズ、ラケット

10月 7日（火）まで
に青年の家窓口か、
当日会場

太極拳
（交野市太極拳協会）

▷午前 9時 30分～正午
▷ いきいきランド交野メイン
アリーナ

▷市民

太極拳 1日講習会 体育館シュー
ズ、タオル、水
筒

当日会場

硬式テニス大会
（交野市テニス協会）

▷午前 7時 30分～（受付）
▷ 私部公園テニスコート・交
野高校テニスコート

※ 雨天時は 10月 26日（日）

一般・90 歳以上ダブ
ルス・130 歳以上ダブ
ルス男子（午前8時～）、
一般・90 歳以上ダブ
ルス・110 歳以上ダブ
ルス女子（午前 11 時
～）、混合（午後1時～）

テニスシュー
ズ、硬式ラケッ
ト

10月 3日（金）まで
に青年の家窓口か、当
日会場。定員100組
※ 複数のエントリー
不可。小学校 6年
生以下は保護者同
伴か、承諾書添付。

グラウンド・ゴルフ
（交野市グラウンド・
ゴルフ協会）

▷ 受付＝午前 8時 15 分～ 30
分、開会式＝ 8時 50 分、競
技＝ 9時～ 11時 30分

▷私部公園グラウンド
▷市民、協会員

個人戦。4ラウンド（32
ホール）ストロークマッ
チ。4コース並列方式

クラブ、ボール、
マーカー
※貸し出し可

当日会場

親子でサッカー
（交野市サッカー連
盟）

▷  5・6年生＝午前 9時 30分
～、1・2年生＝ 11時～、3・
4年生＝正午～

▷ 私部多目的グラウンド
▷小学生と保護者
※ 雨天決行

小学校 1～ 6年生の親
子でミニサッカーゲー
ム

10月 9日（木）まで
に青年の家窓口

空手道〈形・試合〉
（交野市空手道連盟）

▷午前 8時 30分～午後 1時
▷星の里いわふね
▷市民

空手道　形・試合 9月 30日（火）まで
に青年の家窓口

ディスコン研修会
（交野市ディスコン
協会）

▷ 午前 9時～午後 3時 30分
▷青年の家 101号室

ディスコン競技の研修
会

タオル、飲み物 当日会場

小運動会
（大阪府軟式野球連
盟交野支部）

▷午前 9時 30分～午後 4時
▷長宝寺小学校グラウンド
▷小学生
※雨天時は翌日に順延

50㍍走・100㍍走、ポ
ジション別リレー、保
護者のレクリエーショ
ンゲームなど

10月 11 日（土）ま
でに青年の家窓口
か、当日会場

第 37回 第 37 回 市民スポーツデー市民スポーツデー
　競技別の開催要項は下表のとおりです。なお、
すべての競技で運動のできる服装か、競技用の服
装をご用意ください。
　雨天時の屋外競技の中止・延期は、当日の午前
7時に決定します。
問い合わせ　社会教育課（℡  892・7721）

1010月1313 日（祝）日（祝）
種　目種　目 とき・ところ・対象とき・ところ・対象 内　容内　容 持ち物持ち物 申し込み申し込み

インディアカ交流会
（交野市インディア
カ協会）

▷午前 9時 30分～午後 3時
▷ いきいきランド交野メイン
アリーナA面
▷市内在住・在勤者

インディアカの体験 体育館シュー
ズ

当日会場

卓球
（交野市卓球連盟）

▷午前 9時 30分～午後 5時
▷ いきいきランド交野メイン
アリーナB面
▷ 市内在住・在勤者、連盟員

ダブルス戦 体育館シュー
ズ、ラケット（貸
し出し可）、タオ
ル、水筒、弁当

10月 3日（金）まで
に青年の家窓口、ま
たは連盟（℡  893・
1387）

バウンドテニス
（交野市バウンドテ
ニス協会）

▷午前 9時 30分～午後 5時
▷ いきいきランド交野サブア
リーナ
▷市民

練習会、交流会 体育館シュー
ズ、飲み物

当日会場

体力測定
（交野市スポーツ推
進委員）

▷午前 10時～
▷ いきいきランド交野会議室
1・2
▷市内在住・在学・在勤者

体力測定 当日会場

ソフトテニス
（交野市ソフトテニ
ス連盟）

▷午前 8時 45分～午後 5時
▷私部公園テニスコート
▷壮年・一般・中学生男女
※雨天時は 10月 19日（日）

リーグ戦、トーナメン
ト、コンソレーション

日本ソフトテニ
ス連盟公認のラ
ケット、シュー
ズ、飲み物、弁当

10月 5日（日）まで
に青年の家窓口

ゲートボール
（交野市ゲートボー
ル協会）

▷ 午前 9時～午後 2時
▷ 天野川緑地公園ゲートボー
ル場
▷協会員
※ 雨天時は 10月 15日（水）

公式ゲートボール競技
規則および大会申し合
わせ事項による競技。
チームは監督 1人、選
手 5～ 7 人。各チーム
変則リンク戦 3試合

ゼッケン、腕章
（主将のみ）、ス
ティック

10月 1日（水）まで
に、区長を通じて青
年の家窓口

ジュニアスポーツ教
室交流練習
（交野市バレーボー
ル協会）

▷午前 9時～午後 5時
▷星の里いわふね
▷小学生

基本的な練習 体育館シュー
ズ、タオル、飲
み物

当日会場

弓道
（交野弓技連盟）

▷午前 9時 30分～午後 3時
▷ ゆうゆうセンター屋上弓道場
▷ 市内在住・在勤の経験者・
初心者

競技（午前）、見学・体
験（午後）
※競技は経験者のみ

靴下、または白
足袋

10月 8日（水）まで
に青年の家窓口か、
当日会場

剣道
（交野市剣道連盟）

▷ 開会式＝午前 9時 30分（選
手は 9時集合）
▷武道館
▷ 市内在住・在勤・在学者、市
内道場に所属している人（初
心者の部は幼年も可）

初心者の部、小学校低
学年の部（4年生以下）、
高学年の部（5・6年生）、
中学生男子の部、中学
生女子の部、高校・一
般二段以下の部、高校・
一般三～五段の部

稽古着（袴・防
具・竹刀一式）、
初心者は竹刀・
運動のできる
服装

所属道場・学校から
同連盟、その他の申
し込みは10月 3日
（金）までに青年の
家窓口

合気道　研さん会
（大阪合気会交野道
場）

▷午前 10時～正午
▷青年の家 102号室（道場）
▷中学生以上の男女

合気道の研さん 道衣か、運動の
できる長袖・
長ズボン

当日会場

タッチラグビー
（交野市ラグビー
フットボール協会）

▷午前 8時～午後 5時
▷第四中学校グラウンド
▷市内在住・在勤者
※雨天決行

タッチラグビー、体の
接触のないパスラグ
ビー

当日午前9時 30分
までに会場

総合開会式
と　き　10月 12日（日）午前 9時～
ところ　いきいきランド交野メインアリーナ
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