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第 21回アニマート発表会
　12月5日（金）午後0時30分～
3時、星誕音楽堂（星田1－36－
18）。サックスや歌とのアンサンブ
ル、連弾、ソロなど日頃の練習の成
果を発表。入場無料。［問］体育文化
協会加盟団体アンサンブル・アニ
マートの谷川さん（℡  893・4434）

英語サークル　クリスマス会
　12月 7日（日）午前10時～11
時、藤が尾ふれあい館。対象は年中
～小学校低学年と保護者。参加費
1,000 円。主催は親子英語サーク
ルAOmama サロン。［問］板橋さ
ん（℡  090・8201・7508、e-mail
:aomamasalon@ouchideeigo.org）

講演会のお知らせ
　12月7日（日）午後1時～3時、
いきいきランド交野会議室。楽し
い自給菜園。テーマ「自然農法と
EM技術の活用ポイント」。講師は
自然農法普及指導員の織田安雄さ
ん。定員40人。参加費500円。［問］
高田さん（℡  090・5804・3602）

読書会
　12月 9日（火）午前 10時～正
午、倉治図書館。「児童文学論」第
9章、「べんけいとおとみさん」、
「黒い兄弟」を読んできて、感想を
語り合う。名作は楽しいです。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）

晴れ着着付講習会
　12月9日（火）武道館2階専修室、
10日（水）幾野集会所、いずれも午
前10時～正午。晴れ着、振袖をすっ
きりとステキに着付けできるポイ
ントをマスターしませんか。持ち物
は着物帯、帯揚げ、帯締め、帯板、腰
ひも、タオル4枚。参加費無料。［申・
問］根本さん（℡  891・5073）

女性のかんたんヨガ＆美体操
　12月 9日（火）午前10時～、青
年の家。ヨガや有酸素空手ビクス
でみなさん一緒に美しくなりませ
んか。無料体験会です。先着順です
ので、早めにお申し込みください。
毎週火曜日午前に活動中。［申・問］
古川さん（℡  080・3867・2445）

心の病を抱えた家族の方々集合
　12 月 10 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）

あしたへ！
　12 月 11 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）

視覚障害者のための友愛サロン
　12月11日（木）午前10時40分
～正午、ゆうゆうセンター3階。防
犯教室。防犯知識を高めよう。講師
は交野警察署防犯係。正午～午後

3時、クリスマス交流会。全員がス
ピーチ、歌、踊りを披露。参加費無
料。［問］森兼さん（℡  894・4500）

リズム遊びDEクリスマスパーティー
　12 月 12 日（金）午前 11 時～
11 時 50 分、ゆうゆうセンター
3階研修室。クリスマスソングを
歌って踊って、ゲームして。お友
達と楽しく遊ぼう。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）

ありがとう笑いヨガ交野
　12 月 13 日（土）午後 1 時 30
分～3時、ゆうゆうセンター3階。
笑って元気。笑いと呼吸でストレ
ス解消。免疫力向上。認知症予防
など。子どもから高齢者までOK。
お茶持参。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）

おもちゃづくり広場
　12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。ふしぎなウサ子・とんぼ
他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）

語り舞台「空の村号」原発のお話
　12月13日（土）午後3時～、6
時30分～、ゆうゆうセンター交流
ホール。原発事故後、小学校5年生
の空君が平和のために奮闘。対象
は小学校4年生以上。参加費1,300
円。［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）

クリスマス会 in ギャラリー
　12月 14日（日）、ギャラリー天
野が原。①午後 1時～ 3時、楽し
い楽器、王冠シャラシャラを作ろ
う。参加費 300 円。②午後 5時～
7時、ミニコンサートと絵本の読
み語り。参加費無料。［問］甲斐さ
ん（℡  090・1553・7056）

点字カレンダー進呈
　ボランティアグループ点訳
「虹の会」が、平成 27年版の点
字カレンダーを作りました。希
望者に無料で進呈します。
［ 問］ボランティアセンター
（℡  894・3737）

寄せ植え教室
と 　き　12月 23 日（祝）午前 10
時～正午
と ころ　星田北温室（乙辺浄化セン
ター隣）※駐車場はありません。
定 　員　先着 25人（前年の参加者
はご遠慮ください）
参加費　無料
主　催　花と緑の会いぶき
［ 申・問］同会の手島さん（℡  080・
5365・3871、℻   893・3871）
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おりひめちゃん
作：泉　麗香

人口と火災・救急
10 月末の市の人口

人　口 78,107 人
男 37,797 人
女 40,310 人

世帯数 31,376 世帯

10 月の火災と救急
火災 1件 救急 266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●●●

  会員募集　●●●

交野市視覚障害者福祉会
　毎月第2木曜日午後1時～3時、
ゆうゆうセンター3階。目の見えにく
い人、見えない人の会です。便利グッ
ズ、福祉制度、ボランティアの支援を
教えます。学習会と催し物を楽しむ
会です。入会金無料。年会費2,000

  催　　し　●●●

鯖江散策（福井県）
　12月27日（土）午前6時40分、
河内磐船駅集合。大阪駅－敦賀駅
－鯖江駅－本山誠照寺－西山公
園。一般向け 6㌔。雪の日は滑り
にくい靴。参加費 200 円。交通費
2,400 円（青春 18 きっぷ使用）。
［問］鶴園さん（℡  891・6002）

京都東山散策
　1月 10日（土）午前 8時、交野
市駅集合。枚方市駅－伏見稲荷大
社－四ツ辻－泉涌寺－清水寺－八
坂神社－四条。一般向け 10㌔。参
加費 200 円。交通費 740 円。［問］
鶴園さん（℡  891・6002）
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わらべうたベビーマッサージ
　12月15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.po.2013@gmail.com）

絵本と心の色パステルアート
　12月15日（月）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）

包丁、ハサミ研ぎ
　12月17日（水）・18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
に研ぎ、出来上がり次第お渡ししま
す。［問］代永さん（℡  892・8568）

廃食油回収
　12 月 20 日（土）午前 9 時 30
分～10時30分、市内19か所（広
報かたの4月号参照）。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）

クリスマスのおくりもの
　12 月 21日（日）午後 0 時 45
分（開場）・1時（開演）、ゆうゆう
センター多目的ホール。「ミニコン
サート」とみなさんの好きな歌を
一緒に歌うコーナーも用意してい
ます。参加費 500円（小学生以下
は300円）。主催は交野うたう会。
［問］村木さん（℡  891・8110）

ハンドベルクリスマスコンサート
　12月 21日（日）午後 2時～、メ

セナひらかた会館2階多目的ホー
ル。「アナと雪の女王」より Let It 
Go・雪だるまつくろう・生まれ
てはじめて、ホワイトクリスマス
他。前売券500円、当日券700円。
［問］ぽこあぽこハンドベルクワイ
ヤーの阪越さん（℡  850・1783）

クリスマスダンスパーティー
　12月21日（日）午後6時～8時
30分、ゆうゆうセンター4階多目
的ホール。デモ・ミニデモあり。す
てきな音楽で楽しくダンスのひと
ときを。参加費700円。［申・問］あ
いあいサークルの中元さん（℡  090・
1672・3233、℡  891・8977）

古武術演武会開催
　12月23日（祝）午前10時～正
午、青年の家多目的ホール102。古
武術に興味のある人、初心者大歓
迎です。無料で体験・見学ができま
すので、気軽にお越しください。入
場無料。［申・問］唐崎さん（℡  090・
9700・5502、℻   893・2995）

カウンセリング「心のサポート」
　12月24日（水）・27日（土）、ゆ
うゆうセンター 3階学びの部屋。
「人間関係・パートナー・性の悩み・
性認知・親や子どものこと」一人
で悩んでいませんか。安心・信頼・
秘密厳守。男女・年齢誰でもOK。
予約制。参加費 800円。［申・問］
山本さん（℡  080・4248・1531）

弾けると楽しい！ピアノらんど
　12月24日（水）・25日（木）・26
日（金）午前9時30分～正午、午後
1時～4時、青年の家。親子で、友達
と、きょうだいで、ディズニーやジブ
リ、クリスマスソングなどを弾いて
楽しもう。1人でも数人でも申し込
み可。参加費3,000円（3回）。［申・問］
小澤さん（℡  090・7103・4793）

親子でクリスマスのパン作り
　12月25日（木）午前9時～正午、
ゆうゆうセンター。講師は食育イン
ストラクターの山田和子さん。持ち
物はエプロン、三角巾、台ふき、茶碗

ふき、スプーン、お盆、ボウル、はさ
み。参加費3,000円（親1人子1人）、
きょうだい1,200円（1人）。［問］横
山さん（℡  090・3999・5973）

美しい背骨の作り方健康講座
　12月26日（金）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）

中高年「お一人様」おしゃべり会
　12月27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）

交野古文化同好会・恒例の初歩き
　1月2日（金）午前10時に京阪バ
ス停「妙見口」集合。正午まで。妙見宮
と星田神社の初詣と周辺史跡散策。
案内は、同会会長の立花昇さん。平研
さんから「妙見宮の神々と祈り」のお
話。小雨決行。参加自由。資料代200
円。［問］村田さん（℡  892・2326）

第 14回北河内成人のつどい
　1月17日（土）午後0時30分～
4時、枚方市立地域活性化支援セン
ター（輝きプラザきらら）。障がい
のある人たちの成人式です。参加費
1,000円。［問］（社福）まりも福祉会・
障害福祉サービス事業所わかたけ
（℡  805・9911、℻   805・9910）

せんか。入会金無料。月会費3,000円。
［問］徳田さん（℡  893・9409）

やさしいヨーガを楽しむ会
　毎週火曜日午後 2時 30 分～ 4
時 30 分、青年の家和室。1月 6
日（火）・20日（火）は、ゆうゆう
センター学びの部屋。易しいヨー
ガで健康アップ・美容・健やか老
化。入会金2,000円。月会費3,000
円。［問］貞方さん（℡  891・4052）

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。
▷ 交野市グラウンドゴルフ協会か
ら 1万 2,800 円

円。［問］森兼さん（℡  894・4500）

手作りパンとお菓子
　平日午前 9時～正午、土・日曜
日午後1時～ 4時、ゆうゆうセン
ター調理実習室。毎月6～ 7回。
完成品は全て持ち帰り。毎回試食
あり。入会金無料。参加費1,300円
（1回、材料費など別）。［申・問］六
反田さん（℡  080・5576・4340）

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）

アニマート会員募集
　毎週金曜日午前10時～午後7時、
青年の家302号室。半年に1度発表
会開催。アンサンブル、連弾、ソロなど
の練習。入会金2,000円。月会費3,200
円（2回、会場費含む）。［問］体育文化
協会加盟団体アンサンブル・アニマー
トの谷川さん（℡  893・4434）

かたのクリーンパトロール隊
　12月 21日（日）、クリスマス会
を開催します。募金活動、ごみ拾い、
キャンプなどの活動をしています。
見学、体験入隊も歓迎です。対象は
〈隊員〉小学生以上、〈リーダー〉18
歳以上。入会金・月会費無料。［申・問］
伊藤さん（℡  090・6204・5611）

交野草笛愛好会
　毎月第3日曜日午前10時～正午、
星田出張所2階対策室。みなさんが
良く知っている童謡を中心に練習し
ています。鳴らない人でも丁寧に教
えます。持ち物は好きな葉っぱ1枚。
入会金無料。参加費100円程度。［申・
問］宇津木さん（℡  893・7327）

合気道稽古生募集
　毎週金曜日午後6時30分～、ゆう
ゆうセンター3階運動療法室。まずは、
受け身から。合気道で身体作りをしま

大会結果
第15回ダブルス卓球大会
　10月 25 日（土）いきいきラン
ド交野で、延べ 63 人が参加して
行われました。優勝者は次のとお
り。敬称略。
〈混合ダブルス〉奥本富雄・原田
文子〈男子ダブルス〉川崎俊彦・
奥本富雄〈女子ダブルス〉吉岡悦
子・北風早苗

　かたのカンヴァス 2014 につい
ては 16㌻をご覧ください。［問］行
政経営室企画担当（℡  892・0121）
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