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  催　　し　●●●

心の病を抱えた家族の方々集合
　2 月 4 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）

笑いヨガ ! にこにこ妃ちゃん
　2 月 4 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。笑わなきゃダメよ～ダメ
ダメ。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。［問］岡田さん（℡  080・
2411・6105）

はなきんくらぶ
　2月 6日（金）・27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）

失敗しない塗装業者選びとは？
　2 月 7 日（土）午前 9 時 30 分
～ 11時 30分、ゆうゆうセンター
2階体験学習室。外壁塗装、これ
だけは知っておきたい悪徳業者
を見抜く 8 つの防衛策とは。参
加費無料。主催はハウス環境研究

会。［申・問］近田さん（℡  896・
5333）

健康姿勢講座
　2月 7日（土）午前 10 時～ 11
時 30 分、ゆうゆうセンター学び
の部屋。骨盤や背骨のゆがみによ
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）

書道の会展覧会
　2 月 10 日（火）～ 15 日（日）
午前 9 時 30 分～午後 5 時、青
年の家 1階ロビー。10 日は午後
1 時から、15 日は 3 時まで。小
学生から一般までの硬筆・毛筆
作品を展示。入場無料。主催は書
道の会。［問］森岡さん（℡  893・
5707）

ストーリーテリング研修会
　2月 10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）

ママと一緒にリトミック♪
　2 月 10 日（火）午前 11 時～
11時 50分、ゆうゆうセンター研
修室。ダンスや歌が大好きな親子
で踊ったり、歌ったり、リズムに
合わせて楽しいよ。対象は 1～ 3
歳児。参加費 500 円。［申・問］角
田さん（℡  090・5127・6952）か、

小澤さん（℡  090・7103・4793）

視覚障害者のための友愛サロン
　2 月 12 日（木）午後 1 時～ 3
時、ゆうゆうセンター 3階団体共
用ルーム。甲斐田の花嫁、石橋狐、
シルバー川柳などの朗読。出演は
朗読グループあい。2時 15 分～
3時は会議、個別相談など。参加
費無料。［問］森兼さん（℡  894・
4500）

春をよぶみんなのコンサート
　2月14日（土）午後 0時 15分
～ 3 時、門真市民文化会館ルミ
エールホール。北河内の作業所や
施設などの仲間が集まって、演奏
発表やカラオケを楽しみ交流を深
める音楽会。入場無料。［問］（社福）
あしたの会（℡  06・6916・7800）

ありがとう笑いヨガクラブ交野
　2月 14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。笑って健康の遺伝子
のスイッチをオンにする笑いヨ
ガは簡単。誰でも参加できます。
飲み物持参。参加費 500 円。［問］
ありがとう笑いヨガの藤谷さん
（℡  090・3038・5085）

おもちゃづくり広場
　2月 14日（土）午後1時 30分
～ 3時 30 分、いきいきランド交
野ロビー。変身うちわ・風車他を
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（℡  090・3268・3178）

如月展（交野水彩画会）
　2 月 17 日（火）～ 22 日（日）
午前9時30分～午後4時30分、
青年の家 1階ロビー。風景・人物・
静物など、会員の作品を約 50 点
展示。会員の意欲的な作品をお楽
しみください。入場無料。［問］塩
口さん（℡  891・8856）

包丁、ハサミ研ぎ
　2月 18日（水）・19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）

あしたへ !
　2月 19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）

廃食油回収
　2月 21日（土）午前 9時 30分
～ 10 時 30 分、市内 19 か所（広
報かたの 26年 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、時間内にご持参ください。時
間外の持ち込みはお断りします。
［問］代永さん（℡  892・8568）

植物園市民講座
　2月 21日（土）午後 0時 30分
～ 3時 30 分、大阪市立大学理学
部附属植物園。第 3回メタセコイ
アから見た大阪の森の歴史と文
化。講演と園内観察予定。要事前
申込。定員先着 35 人。参加費無
料。入園料 350 円。［申・問］同植
物園（℡  891・2059）

中高年「お一人様」おしゃべり会
　2月 22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）

森の教室第15回
　2月22日（日）午前10時～午
後3時、大阪市立大学理学部附属
植物園。巣箱を作って植物園の鳥
を調べよう。小学生以下は保護者
同伴。当日先着約30人。参加費無
料。入園料 350円。［問］同植物園
研究室の植松さん（℡  891・2681）

サウンド会　社交ダンス交流会
　2月 22日（日）午後 1時 10分
～ 4時 40 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）

カウンセリング「心のサポート」
　2 月 22 日（日）ゆうゆうセン
ター 3階学びの部屋。広報掲載日
以外の予約あり。つらい・悲しい・
寂しい・苦しいなど、一人で悩ん
でいませんか。安心・信頼・秘密
厳守。男女・年齢制約なし。参加
費 800 円。予約制。［申・問］山本
さん（℡  080・4248・1531）

わらべうたベビーマッサージ
　2 月 23 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:t
eto.po.2013@gmail.com）
　
交野古文化同好会・定例勉強会
　2月28日（土）午前10時～正午、
青年の家学びの館。講演会「お城
を楽しもう（第 2回）～日本のお
城と飯盛山城跡」。講師は日本古城
友の会の川岡洽さん。参加自由。参

加費200円（資料代）。新会員募集
中。［問］村田さん（℡  892・2326）

ママのリフレッシュデー開催
　3月5日（木）午前10時～正午、
ゆうゆうセンター運動療法室。ヨ
ガでリラックスタイム。定員 20
人。保育付き 15 人まで。要予約。
参加費 500 円。［申・問］2 月 16
日（月）午前 10時～ 20日（金）正
午までに、kid's さぽーと・かた
の（℡  090・9865・7724） 

ボランティア体験参加者募集 !
　3月 7日（土）午前 10時 30分
～午後 4時 30 分、ラポールひら
かた大研修室。知的障がい児とレ
クリエーションを楽しみます。対
象は高校生から 30 歳代。参加費
500円。［申・問］北河内ボランティ
アセンター（℡  ・℻   848・4166）

市民卓球体験デー
　3月 21日（祝）午前 9時～午後
1時、いきいきランド交野メイン
アリーナ。卓球の基本指導および
応用。対象は市内在住・在勤・在
校者。上靴持参。参加費無料。主催
は交野市卓球連盟。［申・問］近藤
さん（℡  ・℻   893・1387）

　絵手紙、墨絵などの作品を展示
します。
と 　き　2月 24 日（火）～ 3月
1日（日）午前 10時～午後 4時
ところ　青年の家ロビー
［問］木内さん（℡  891・4025）

K.L. ネットワークロビー展

  会員募集　●●●

バウンドテニス（星の森）
　ほぼ毎週土曜日、午前9時30分
～正午、いきいきランド交野。屋内
でするテニスです。見学、体験に来
てください。楽しくやっています。
初心者歓迎。入会金1,200円。月会
費1,200円。［問］北尾さん（℡  891・
1032）か、光井さん（℡  891・3551）高校生ジャズバンド

ホストファミリー募集

　姉妹都市カナダ・コリングウッドから、ジャズバン
ドの公開演奏のために学生が訪問します。
　滞在中にお世話をしてくれる家庭を募集します。
と　き　5月 20日（水）～ 24日（日）
人　数　高校生＝ 19人、大人＝ 4人
［ 問］NPO法人交野市国際交流協会（℡  894・1113、
℻   894・1119、e-mail:katano_ifa@yahoo.co.jp）

　小学生を対象とした、サッカー体験を開催し
ます。男の子も女の子も、みんなでサッカーを楽
しんで、たくさんの友達をつくろう。
と　き　2月 28日（土）午後 1時 30分～ 4時
ところ　倉治小学校
参加費　無料
［ 問］（一社）交野青年会議所（℡  892・
4500、月～金曜日午後1時～ 4時）

〝ボールで育む、みんなの輪〟
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おりひめちゃん
作：泉　麗香

人口と火災・救急
12 月末の市の人口

人　口 78,055 人
男 37,784 人
女 40,271 人

世帯数 31,374 世帯

12 月の火災と救急
火災 8件 救急 295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。

　第 26回ふれあいゲームと映画会
については、13㌻をご覧ください。
［問］青少年育成課（℡  892・7721）

  ハイキング●●●

  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（℡  090・5882・2585）

社交ダンス　ウェルカム
　毎週火曜日午後 7 時 30 分～
8 時 30 分、ゆうゆうセンター 4
階多目的ホール。若い先生と楽し
く美しいダンスを踊りませんか。
見学自由。入会金 4,000 円。月会
費 4,000 円。［申・問］渕上さん
（℡  090・3267・5497）

親子リトミック　ぴょんぐりら
　第 2・4金曜日午前中、青年の
家。保育士の講師とともにピアノ
を使って音楽遊びや体操、知育遊
びを楽しみます。対象は1～4歳。
入会金無料。月会費 1,000 円。体
験 500 円（1 回）。［問］坂本さん
（℡  090・9091・5621）

子育て広場　アリス
　毎月第1・4木曜日
午後2時15分～4時、
こどもゆうゆうセン
ター。おもちゃで自由
に遊ぶ親子を見守ります。月1回当
番制。子ども好きの人、初心者大歓
迎。入会金・月会費無料［問］ボラ
ンティアセンター（℡  894・3737）
　
子供体育あそび
　火曜日、ゆうゆうセンター（月
3回）。金曜日、いきいきランド交
野（月 2回）。午前 10 時 30 分～
正午。対象は 2歳～未就園児。入
会金無料。月会費 3,000 円（5回。
3回以上同額）。［申］はがきに①住
所②名前③年齢④電話番号を明記
し、2月 28日（土）〈必着〉までに、
星田 1 － 16 － 5 川上桂子［問］
川上さん（℡  892・7273）　

石切神社から生駒山（642㍍）
　2月 28日（土）午
前 8時、河内磐船駅
集合。四条畷駅－石
切劔箭神社－くさ
か園地－生駒山－
生駒駅。小雨決行。一般向け 9㌔。
参加費 200 円（保険代）。交通費
1,500 円。［問］鶴園さん（℡  891・
6002）

和歌山雑賀崎
　3月 14日（土）午前 7時 20分、
河内磐船駅集合。京橋駅－和歌山

第44回交野市卓球連盟杯
　12月 13 日（土）いきいきラン
ド交野で、延べ 208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。
〈混合W〉岡野光和・北風早苗〈男
子S〉岡野光和〈女子S〉郡山ひと
み〈中学 1年男子 S〉山崎泰一〈中
学 1年女子 S〉谷崎結由妃〈中学
2年男子 S〉郡山慎吾〈中学 2年
女子 S〉新居志寿

  大会結果　●●●

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。対象
は初心者。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）

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）

交野女声ひびき
　毎月第 2・4・5火曜日午前 10
時～正午、青年の家音楽室。歌っ
てストレス発散。一人一人が主人
公になれます。指導は高野享さ
ん。伴奏は平井幸枝さんと高野良
輔さん。入会金 1,000 円。月会費
2,000 円。［問］奥西さん（℡  891・
0686）

歌のひろば
　毎月第 2 火曜日午後 1 時～ 3
時、青年の家 3階。童謡・フォー
クソング・シャンソン・世界の民
謡など「うた声喫茶」の歌集を使っ
て、生伴奏で歌います。入会金無
料。月会費 1,000 円。［申］直接会
場［問］野上さん（℡  892・3458）

童謡・唱歌・昭和歌謡の歌声♪
　毎月第 4月曜日午後
1時～ 2時 30分、いき
いきランド交野。懐か
しい歌をみんなで一緒
に歌って楽しみましょ
う。脳トレ体操もあり。
初心者でも安心してお気軽にど

うぞ。入会金無料。月会費 1,000
円。［申・問］小澤さん（℡  090・
7103・4793）

大阪シンフォニッククヮイア
　毎週水曜日午後 6時 30分また
は金曜日午前 10 時、メセナひら
かた 6 階。団員 170 人の混声合
唱団でプロのオーケストラと共
演。11 月にフォーレの「レクイ
エム」を公演予定。入会金 2,000
円。月会費 3,500 円。［問］山田さ
ん（℡  090・3720・2913）

交野市国際交流協会（KIFA)
　4月からの語学教室参加者募集。
2・3月は無料見学可。入会金1,000
円。年会費2,000円。受講料はコー
スごとに別途。詳しくはホームペー
ジをご覧ください。［申・問］交野

〝みんなのページ〟の掲載基準が変わります！
　5月号掲載分から、掲載基準や掲載依頼書を変更します。掲載の手引きの概要については、以下のとお
りです。現在、掲載している団体や催しについても、掲載ができなくなる場合がありますので、詳しくは
情報課窓口か、市ホームページをご覧ください。

問い合わせ　情報課広報担当（℡  892・0121）

掲載可能な団体

B
交野市ボランティアセ
ンターに登録している
ボランティア団体

A
交野市体育文化協会
に登録している団体

C
市内に所在地のある公立
校（園）・社会福祉法人・
NPO法人・自治会・区

D
情報課に登録をした団
体（A～C以外の団体）

掲載できない内容
▷ 公序良俗に反する内容、政治、営利目的、宗教活
動、特定の思想・主義主張に偏る恐れのある催
し物・相談・カウンセリング・占いなど

▷会場に公共的施設を使用しないもの
▷ 有償ボランティアや、イベントなどの出店者・
出演者募集

▷ 不特定多数の市民を対象としない同窓会などの
案内や指導者などの募集、恋愛・婚活などプラ
イベートに関連するもの

例外として掲載できる内容
▷個人で行う催しで、入場無料の発表会や展示
▷市内で行われた、スポーツなどの大会結果
▷ 市内から出発する、営利を目的としないハイキ
ングの案内

▷市民が創作した俳句・短歌・川柳

登 録基準
　市内で活動している会員が運営するサークルや団
体で、構成する会員が 5人以上であり、その過半数
が市内在住・在勤・在学であること。
登録・掲載できない内容
▷ 個人指導・指導者などが報酬を得るもの、講師主
体の教室を行うもの

▷ インターネットなどで教室の案内や生徒の募集を
行っているもの

▷ 営業活動につながる恐れのある専門知識を持った
人が行う講座や体験教室

登 録方法
　情報課窓口に「広報かたの掲載用団体登録票」を
提出してください。

駅－紀三井寺駅－和歌の浦－雑賀
崎港－展望台。小雨決行。一般向
け 11㌔。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）

市国際交流協会（℡  894・1113、月
～金曜日午前9時～午後5時）


