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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。

  催　　し　●●●

サウンド会　社交ダンス交流会
　11月 1日（土）・29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。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）

ラフター（笑い）ヨガ妃ちゃん
　11月 5日（水）午後 1時 30分
～ 3時、ゆうゆうセンター 3階。
27日（木）午後 7時 30分～ 9時、
青年の家 3階。笑顔あふれるひと
ときを過ごしませんか。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）

ピアノで脳トレ ! 指先の刺激を
　11月6日（木）・13日（木）・20
日（木）午後1時30分～3時、青年
の家。大人の趣味として、今大人気
のピアノ。懐かしの歌謡曲・唱歌・
クラシックなどのメロディーを奏で
て脳を活性化しよう。初心者もご安
心を。参加費3,000円（3回）。［申・問］
小澤さん（℡  090・7103・4793）

多言語 deフォトフレーム作り
　11月7日（金）午前10時～11
時 30分、ギャラリー天野が原。ハ
ンドメイドしながら、いろんな国の
言葉を楽しみましょう。子ども連れ
大歓迎。定員先着8人。参加費500

円（材料・茶菓子代含む）。［申・問］
八木さん（℡  080・5704・9548）

オータムコンサート
　11月7日（金）午後3時15分～、
交野高校。オータムコンサートを
開催します。ピアノなどの演奏や
コーラスなど、高校生による音楽
会で、どなたにも楽しんでいただ
けます。入退場自由・無料。［問］
同校の磯田さん（℡  891・9251）

古文化同好会・四條畷ウオーク
　11月 8日（土）午前 9時、四条
畷駅集合。正午、四条畷駅解散。小
雨決行。楠正行墓－四條畷市立歴
史民俗資料館－四條畷神社。案内
は高尾秀司さん。参加自由。参加
費 200 円（資料代）。会員募集中。
［問］村田さん（℡  892・2326）

おもちゃづくり広場
　11月 8日（土）午後1時 30分
～ 3時 30分、いきいきランド交野
ロビー。ブレスレット・竹とんぼな
どを作って楽しみます。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）

ストーリーテリング研修会
　11 月 11 日（火）午前 10 時～
正午、倉治図書館。子どもに語る
おはなしを覚えて発表し、話し
合う。聞くだけの人も歓迎。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
黒田さん（℡  895・6434）

第 11回南星台作品展
　11月 12日（水）～ 16日（日）
午前 10 時～午後 5時、南星台集
会所 2 階。16 日は 4 時まで。趣
味の作品約 200点を展示。満開の
皇帝ダリアの花が、みなさんをお
迎えします。入場無料。［問］兼松
さん（℡  891・3366）

心の病を抱えた家族の方々集合
　11 月 12 日（水）午後 1 時 30
分～ 4時、ゆうゆうセンター 3階
団体共用ルーム 1。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。交野市精神障害者家族会。
［問］雲川さん（℡  891・0884）

視覚障がい者の為の友愛サロン
　11 月 13 日（木）午後 1時～ 3
時、ゆうゆうセンター 3階。ボラ
ンティアグループ花水木が出演。
日本古来の伝統楽器、しの笛の美
しい音色が魅了します。2時 30
分から会議あり。参加費無料。［問］
山崎さん（℡  891・9265）

健康姿勢講座
　11 月 15 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）

開園60周年記念フィールドワーク
　11月15日（土）・16日（日）午

後1時～、大阪市立大学理学部附
属植物園。15日は「巣箱からみる
鳥のくらし」、16日は「木を知る
楽しみ」。〝関西文化の日〟に参加。
詳細はホームページを参照してく
ださい。参加費・入園料無料。［申］
直接会場［問］同植物園（℡  891・
2059）

笑って元気 ! 笑いヨガ
　11 月 15 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。簡単で子ども
から高齢者まで誰でも参加可。飲
み物持参。参加費 500 円。［問］あ
りがとう笑いヨガクラブの藤谷さ
ん（℡  090・3038・5085）

特定秘密保護法と私達の暮らし
　11 月 15 日（土）午後 2時～ 4
時、青年の家 203 号室。講師は大
阪弁護士会所属弁護士の太田健義
さん。参加費 500 円。主催は憲法
とくらしを考える会。［問］松村さ
ん（℡  892・4938）

行政書士による日曜無料相談会
　11月16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）

わらべうたベビーマッサージ
　11月17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:teto.po.2013@gmail.com）

聴覚障害ピアサロン
　11 月 18 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 1。テーマは
「歯周病と口腔ケア」。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）

基幹相談支援センター研修会
　11月18日（火）午後3時 30分
～ 5時 30分、ゆうゆうセンター
審査会室。講演「自立支援協議会を
通じた社会資源拡充へのアプロー
チ方法」。講師は清水明彦さん。参
加費無料。［問］障がい者相談支援
センター明星（℡  891・3636）

アクセサリーサークル 1日体験
　11月19日（水）午前9時 30分
～正午、午後1時～3時 30分、青
年の家。ビーズかタティングレー
スでアクセサリーを作ります。要
予約。参加費1,500円。［申・問］ビー
ズは立花さん（℡  080・1401・
0037）、タティングレースは雪本
さん（℡  080・3036・9443）

あしたへ !
　11 月 20 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）

わたしの作品展・鑑賞のお誘い
　11月22日（土）・23日（祝）午前
10時～午後4時、妙見東自治セン
ター。23日は3時まで。絵画、陶芸、
書道、写真、手芸品など妙見東在住
者の作品を展示します。入場無料。
［問］堀さん（℡  090・6903・8383） 

第 8回木漏れ日市開催
　11 月 22 日（土）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）

絵手紙年賀状教室
　11月22日（土）午後1時30分～
3時 30分、ゆうゆうセンター2階
体験学習室。講師は日本絵手紙協会
公認講師の村山敦子さん。共催は交

野市内郵便局。定員30人。参加費
500円（材料費含む）。［申・問］11
月18日（火）までにウェルネス啓発
センターの𠮷田さん（℡  891・2370）

市民セミナー・認知症について
　11月23日（祝）午後1時 30分
～2時 30分、ホーム明星（星田8
－6－7）。講演会「認知症の早期
発見・予防」。講師は交野市社会福
祉協議会。参加費無料。主催は（社
福）豊年福祉会。［問］ホーム明星の
重村さん（℡  894・1798）

カウンセリング「心のサポート」
　11月26日（水）・29日（土）、ゆ
うゆうセンター 3階学びの部屋。
1人で悩んでいませんか。性同一性
障がいやパートナーとの性で、し
んどくないですか。その他全て安
心・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）

保育付ママのリフレッシュ体操
　11月27日（木）午前10時～正午、
ゆうゆうセンター運動療法室。子ど
もを預け、リフレッシュしませんか。
入会説明会付き。保育は定員15人。
参加費無料。［申・問］11月4日（火）
午前10時から交野市ファミリー・サ
ポート・センター（℡  893・0757）

絵本と心の色パステルアート
　11月28日（金）午前11時～午
後1時、ギャラリー天野が原。絵本
の読み語りを聞いて、イメージした
ものをパステルで描きます。お気
軽にご参加ください。参加費 700
円、中学生以下 500円（画材費含
む）。［問］安本さん（℡  380・0320）

第 7回交野ミニランニング大会
　11月 29 日（土）午前 9時～正
午ごろ、いきいきランド交野グラ
ウンド。小学生の学年別・男女別
の部および中学生以上の部。いき
いきランド交野または青年の家
のポスターを参照。参加費 300
円。［申・問］玉村さん（℡  090・
9117・8153、午後 8時～ 10時）

第4回
東日本大震災復興応援チャリティーコンサート

と　き　27年 3月 7日（土）午後 2時〈開演〉　
ところ　ゆうゆうセンター 4階　多目的ホール
入場料　無料（義援金を募ります）
◆参加者・スタッフ募集
対 　象　①市内活動団体＝演奏、ダンス、展示など（原則
生演奏、定員 6組）②スタッフ＝当日、運営のサポート
参加費　① 3,000 円（1団体）　
主　催　東日本大震災復興応援実行委員会
後　援　市、交野夢工房ぴあぴあ
［ 問］前田さん（℡  090・2282・0054、e-mail:pianista
yo@yahoo.co.jp）

と 　き　11月 20日（木）午前 9時（河内磐船駅前集
合）～午後 2時 30分　※雨天時は 28日（金）
内 　容　里山の樹木を観察しながら秋の紅葉を楽しむ
コ ース　かいがけの道－傍示の里－野外活動センター
－いきものふれあいセンター－倉治公園（解散・約7㌔）
対　象　市内在住の 60歳以上の人および会員
持ち物　弁当、飲み物、雨具、筆記用具、あればルーペ
講　師　森林インストラクター　渡辺晋一郎さん
参加費　無料
［ 申・問］11 月 15日（土）までに交野市星友クラブ
連合会若手部の天野さん（℡  090・6600・3538）

第3回市星連健康ウオーキング参加募集
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人口と火災・救急
9 月末の市の人口

人　口 78,008 人
男 37,773 人
女 40,235 人

世帯数 31,343 世帯

9 月の火災と救急
火災 2件 救急 237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　●●●

中高年「お一人様」おしゃべり会
　11月29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（℡  080・
4248・1531、℡  893・8421）

交野古文化同好会・定例勉強会
　11 月 29 日（土）午前 10 時～
正午、青年の家学びの館。講演会
「万葉集と万葉歌碑～天の川周辺
歌碑」。講師は万葉うたがたり主宰
の岡本三千代さん。参加自由。参
加費 200 円（資料代）。会員募集
中。［問］村田さん（℡  892・2326） 

ブルガリアの話あれこれ
　11月30日（日）午後1時 30分
～3時30分、交野会館（郡津駅前）。
ブルガリア人講師が日本語で講演
します。定員先着 20 人。参加費
500円（茶菓子付き）。［申・問］交
野市国際交流協会（℡  894・1113）

第 6回ラベンダー水彩画会展
　12月2日（火）～7日（日）午前
9時30分～午後4時30分、青年の
家ロビー。7日は4時まで。水彩画
40数点を展示します。入場無料。［問］
講師の春木さん（℡  893・7012）

ママのリフレッシュデー開催
　12月4日（木）午前10時～正午、
ゆうゆうセンター集団指導室。ハワ
イアンキルトを体験してみませんか。
定員20人。保育付き15人まで。参
加費500円。要予約。［申・問］11月
10日（月）午前10時からkid's さぽー
と・かたの（℡  090・9865・7724）

音楽の花束コンサートVol.21
　12月7日（日）午後1時30分（開
場）・2時（開演）、星誕音楽堂（星田1
－36－18）。器楽アンサンブル、連
弾、声楽のコンサート。すてきな空間

　健康福祉フェスティバルについて
は 6・7㌻をご覧ください。［問］福祉
総務室（℡  893・6400）

あり。〈古武術〉入会金無料。月会
費 3,000 円。［申・問］唐崎さん
（℡  090・9700・5502）

フレッシュスポーツ
　毎週木曜日午前 10 時～正午、
いきいきランド交野サブアリー
ナ。一緒に柔軟体操やソフトバ
レーなどを楽しみませんか。対象
は 50 歳以上で運動ができる人。
男女問いません。入会金無料。月
会費 1,000 円程度。［問］塚本さん
（℡  ・℻   892・5868）

楽しく文化箏♪木都の実
　毎月 2回金曜日午後 1時 15分
～ 2時 45 分、いきいきランド交
野 2 階。60 ～ 70 歳代の人を中
心に、輪が広がってきています。
美しい音色を奏でてみませんか。
見学できます。入会金無料。月会
費 3,000 円。［申・問］前田さん
（℡  090・6371・4523）

日本舞踊・新舞踊　菊初幸会
　金曜日午後 1時～ 4時 30 分、
ゆうゆうセンター。古典を基礎か
ら学びませんか。また、楽しい新
舞踊を踊りませんか。初心者歓迎。
指導は音羽菊初幸さん。入会金無
料。月会費3,000円（月3回）。［申・
問］土井さん（℡  892・2321）

アンサンブル・ポピー
　毎週木曜日午前 10 時～正午、
青年の家 302 号室。童謡・唱歌・
合唱曲など、楽譜を読んで歌いま
しょう。指導は野田房子さん。体
験入会大歓迎。入会金 1,000 円。
月会費 3,000 円。［問］岡部さん
（℡  090・3057・7176）

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。ストレッチで体
をほぐし、無理のない発声でコー
ラスを楽しみましょう。指導は前
田尚美さん。初心者、見学をお待ち
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）

田中歌謡教室
　〈ムード歌謡〉毎月 2回金曜日
午後 1 時 30 分～。入会金 2,000
円。月会費3,000円（教材費含む）。
〈演歌〉毎月 3回土曜日午後 1時
～。入会金無料。月会費 3,500 円
（教材費含む）。いずれも私部会館。
キーボードを使っての練習。男女
可。［問］田中さん（℡  859・0679、
午後 6時～ 9時）

楽しく指そう !　交野将棋会 !
　毎週日曜日午後 2時 30 分～ 6
時 30 分、藤が尾ふれあい館。11
月 30 日（日）は女流棋士 1級の
北村桂香さんの指導対局。27 年
1月 11 日（日）は新春親睦大会。
入会金 1,000 円。月会費 800 円
（子ども・女性・老人割引あり）。
［問］西原さん（℡  898・2583）

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。入会金1,000円。月会費2,000
円。［問］杉さん（℡  894・4707）

ハッピーマジック交野
　毎月第 1・3 水曜日午後 1時、
青年の家。不思議で楽しい本格マ
ジックや南京玉すだれを学び、福
祉活動やイベントに参加しません
か。見学大歓迎。入会金無料。会費
3,000 円（3か月）。［申・問］辻本
さん（℡  ・℻   858・4370）

地域活動栄養士会メープル
　毎月 2回月曜日午前 10時～正
午、四條畷保健所。一緒に勉強し、
活動しませんか。対象は栄養士資
格のある人。入会金無料。月会費
200 円。［申・問］同保健所企画調
整課の栄養士（℡  878・1021）

  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。
▷  NISI 歌謡教室からカラオケ大
会収益金チャリティー募金 2
万 3,716 円

コートで、25 チームが参加して
行われました。優勝者は次のとお
り。敬称略。
〈男子 1部〉湊和義・川端繁治〈男
子 2部〉下小田章・平雅文〈男子
コンソレーション〉土田颯太・山
本啓太〈女子一般〉西紀久子・谷
多美子〈女子コンソレーション〉
大平真菜・中西絵理香

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
スコートで、28 チームが参加し
て行われました。優勝者は次のと
おり。敬称略。
〈一般男子〉徳永直也・青山寛
幸〈45歳男子〉飯田力・楠本雅也
〈60歳男子〉川名秀男・山田豊〈一
般女子〉我那覇たまみ・伊山清子
〈ミックス〉河野裕樹・河野友美恵

  催　　し　●●●
で癒やしのひとときをお届けします。
入場料1,000円（事前予約）、1,500
円（当日）。主催は音夢の会。［問］前田
さん（℡  090・2282・0054）

交野女子学院施設見学
　12 月 10 日（水）午前 10 時～
11 時 30 分、交野女子学院。見学
会を実施します。その他詳細は、
電話でお伝えします。入場無料。
［申・問］同学院（℡  891・1132、
月～金曜日午前10時～午後4時）

第 44回　交野市卓球連盟杯
　12月13日（土）午前9時～午後
5時、いきいきランド交野。混合W、
男女別S、中学生男女別S。対象は
市内在住・在勤・在学者。参加費〈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］11月30日（日）まで
に近藤さん（℡  ・℻   893・1387）

交野の歴史を知ろう
　12月14日（日）午前10時、地域
活動支援センターみのり（藤が尾）
集合。正午ごろまで、星田周辺を歩
きましょう。参加費無料。主催は心の
病と共に生きる市民の会「TEAM」。
［申・問］12月5日（金）までに、同
センターみのり（℡  893・9511）

合気道　夢玄会
　毎週日曜日午後 1時～、ゆうゆ
うセンター運動療法室。体力UP、
護身術として少人数で楽しく練
習しています。対象は中学生以上
の女性。体験・見学あり。入会金
3,000 円。月会費 3,000 円。［問］
金沢さん（℡  090・8230・8372）

古武術功心道・キッズ空手教室
　月・木曜日〈キッズ空手〉午後
7時～ 8 時 30 分〈古武術〉午後
8時～ 9時 30 分、いきいきラン
ド交野。護身術を身に付けよう。
〈キッズ空手〉入会金 5,000 円。
月会費 3,500 円。きょうだい割引

南禅寺から山科へ
　11 月 22 日（土）午前 7 時 45
分、交野市駅集合。枚方市駅－白
川通－岡崎公園－南禅寺－毘沙
門堂－山科駅または御陵駅。小雨
決行。一般向け 11㌔。参加費 200
円。交通費 1,000 円。［問］鶴園さ
ん（℡  891・6002）

竹田城跡
　12月13日（土）午前7時10分、
河内磐船駅集合。大阪駅－姫路駅
－播但線竹田駅－竹田城跡。小雨
決行。一般向け 6㌔。参加費 200
円（観覧料金別）。交通費 2,400 円
（青春 18 きっぷ使用）。［問］鶴園
さん（℡  891・6002）

第34回交野市長杯ソフトテニス大会
　9月 7日（日）、私部公園テニス


