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  催　　し　●●●

笑いヨガ妃ちゃん
　3月 4日（水）、4月 1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
すっきり、頭すっきり。何といっ
ても気持ちがいい。誰でも参加
可能。飲み物持参。入会金無料。
参加費 500 円。［問］岡田さん
（℡  080・2411・6105）

地域ネコを考える会
　3 月 4 日（水）午後 1 時 30
分～ 4時 30 分、ゆうゆうセン
ター。野良猫で困っている人や
地域住民の人とで、地域猫と
の関わり方を一緒に考えてみ
ませんか。講師は柳澤建夫さ
ん。参加費無料。［問］仲谷さん
（℡  891・1288）

はなきんくらぶ
　3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）

リトミック体験会
　3月 9日（月）・23日（月）午
前 10 時～、幾野南集会所。親
子で触れ合い楽しみませんか。
体験会をします。対象は未就園
児。参加費無料。［問］幡野さん
（℡  080・1438・8528）

彩美会　水彩画展
　3月 10日（火）～ 15日（日）
午前 9時 30 分～午後 4時 30
分、青年の家 1 階ロビー。10
日は正午から、15 日は正午ま
で。会員の作品を約 30 点展示
します。入場無料。［問］宇佐美

さん（℡  892・6735）

読書会
　3 月 10 日（火）
午前10時～正午、
倉治図書館。「児童
文学論」第7章、「あ
る子どもの詩の庭
で」、「まどみちお全詩集」他4冊
から好きな詩を1篇選び紹介し
合います。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
　3月 10日（火）午後 2時～ 3
時、ゆうゆうセンター学びの部
屋 3。背骨のゆがみを取り美し
くすることで、肩凝り・腰痛・
膝痛や、けが・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）

♪童謡・唱歌をコーラスで♪
　3月 11日（水）・18日（水）・
25 日（水）午前 10 時～正午、
青年の家 303号室。耳なじみの
ある童謡・唱歌でハモる楽しさ
を体験してみませんか。都合の
良い日にお気軽にご参加くださ
い（回数自由）。お待ちしていま
す。参加費 300 円（初回参加時
のみ）。［問］前田さん（℡  090・
2282・0054）
　
心の病を抱えた家族の方々集合
　3月 11 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！
　3月 12 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）

自分で治す冷えとひざの学習会
　3月 12 日（木）・26 日（木）
午前 10 時～正午、ゆうゆうセ
ンター学びの部屋 1。日常動作
の改善で、あなたの悩みを解消
しようとする学習会です。定員
10 人。対象は 2回とも参加で
きる人。参加費 400 円（2回）。
主催は、じねんの会。［申・問］
川崎さん（℡  892・5012）

視覚障害者のための友愛サロン
　3月 12日（木）ゆうゆうセン
ター 3階団体共用ルーム。午前
10時 40分～正午、介護保険制
度の学習。午後 1時～ 2時、障
害者年金の講習会。講師は年金
事務所職員。2時15分～3時、
会議・報告。参加費無料。［問］
森兼さん（℡  894・4500）

高次脳機能障がいの講演会
　3月 12 日（木）午後 1時 30
分～ 5 時、ゆうゆうセンター
4階交流ホール。講師は李クリ
ニック院長の李利彦さん。参加
費無料。定員 500 人。手話通訳
あり。［申・問］交野自立センター
の竹宮さん（℡  893・4523、℻  
893・4524）

大東市の歴史再発見－古文化
　3月 14日（土）
午前 9時～正午、
午前 9 時に野崎
駅集合。大東市
立歴史民俗資料
館－堂山古墳－野崎観音－野
崎駅（解散）。案内は高尾秀司さ
ん。小雨決行。参加自由。参加費
200円（資料代）。［問］交野古文
化同好会の村田さん（℡  892・
2326）

安心安全な野菜を自分で作ろう
　3月 14日（土）午前 10時～
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正午、青年の家 204 号室。有機
農家の指導を受けた菜園の実践
例を紹介します。素人でもコツ
が分かれば、無農薬でおいしい
有機野菜が作れます。参加費無
料。［申］直接会場［問］山本さん
（℡  893・1716）

サウンド会　社交ダンス交流会
　3月 14 日（土）・28 日（土）
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。優秀リボンあ
り。参加費 800 円。［問］畑中さ
ん（℡  090・4648・1775）

おもちゃづくり広場
　3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。風車、ひな人形
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）

ありがとう笑いヨガクラブ交野
　3月 14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
で心も体も元気アップ。ストレ
ス発散・免疫力向上・認知症
改善・予防など。誰でも参加可
能。飲み物持参。参加費500円。
［問］藤谷さん（℡  090・3038・
5085）

ボーイスカウト1日体験
　3月 15 日（日）午前 9時 30
分（受付）～午後 1時、淀川河
川敷公園（駐車場は桜町交差
点堤防下）。「ようこそ魔法学校
へ」。対象は年中～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）

第27回交野歌謡フェスティバル
　3月 15日（日）午前 11時～
午後 4時 30 分、星の里いわふ
ね。カラオケによる歌唱発表。
お楽しみ抽選会もあります。入
場無料。主催は交野歌謡同好会。
［問］奥野さん（℡  090・7099・
5549）

行政書士による日曜無料相談会
　3 月 15 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。参加費無料。
［問］行政書士会枚方支部の塩
谷さん（℡  808・6355）

コール・ヴィオレッテ定期演奏会
　3月15日（日）午後2時（開演）、
門真市民文化会館ルミエール
ホール大ホール。赤いサラファ
ン、オー・シャンゼリゼ他。入場
無料（要チケット）。賛助出演は
交野女声合唱団、交野女声ひび
き。主催はコール・ヴィオレッテ。
［問］長島さん（℡  885・0725）

傾聴ミニ講座　陽だまり
　3月 16 日（月）午後 1時 30
分～ 3時 30 分、ボランティア
センター 1階。良い聴き手にな
るためなど、傾聴ということに
興味のある人は、お越しくださ

い。講師は鴨志田五男さん。参
加費無料。［問］ボランティアセ
ンター（℡  894・3737） 

第4回　植物園市民講座
　3月 17日（火）午後 1時～ 3
時、大阪市立大学理学部附属植
物園。「森の植物園における森林
浴効果について」。調査結果を
報告します。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）

聴覚障がい者ピアサロン
　3月 17日（火）
午 後 1 時 30 分
～ 3時 30 分、ゆ
うゆうセンター
3 階。テーマ「新
しい手話を学ぼう」。対象は聴
覚障がい者、難聴・中途失聴者、
手話や要約筆記に関心のある
人。参加費無料。［問］障害者相
談支援センター「かたの」（℡  ・
℻   893・7006）

憲法とくらしを考える会学習会
　3月 21日（祝）午後 2時～ 4
時、青年の家 206 号室。講師は
フリージャーナリストの山本
健治さん。今、私たちが直面し
ている課題を話していただき
ます。参加費 500 円（資料代）。
［問］松村さん（℡  892・4938）

と　き　3月 7日（土）午後 1時〈開場〉・2時〈開演〉
ところ　ゆうゆうセンター 4階　多目的ホール
出演者・内 容  
▷  1 時～＝交野夢工房ぴあぴあ（ミサンガ作りなどのワークショッ
プ）、千の絆実行委員会（被災地産物品販売）

▷  2時～＝交野ママブラス ティアラ
（吹奏楽）、交野うたう会・第四中学
校合唱部（合唱）、MMG8（ゴスペル）
入場料　無料（義援金を募ります）
［ 問］前田さん（℡  090・2282・0054、
e-mail:pianistayo@yahoo.co.jp）

東日本大震災復興応援
チャリティーコンサート

第4回
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  催　　し　●●●

  会員募集　●●●

謡曲・仕舞（能楽）発表会
　3月 22日（日）
午 前 9 時 45 分
～午後 4 時、私
部会館。曲は清
経・胡蝶・藤戸
など 7 曲と仕舞。ご来場お待
ちしています。入場無料。新入
会歓迎。練習会あり。入会金無
料。月会費 500 円。主催は交野
交謡会。［問］北村さん（℡  892・
4966）

第17回歌声プラザ イン 交野
　3月 22日（日）午後 1時（受
付）～ 4時、ゆうゆうセンター
多目的ホール。歌う会「童心に
かえって」。定員100人。参加費
日本人 300円、外国人 100円。
主催はKIC・PLANET。［申・問］
内田さん（℡  ・℻  891・7009）か、
田中さん（℡  ・℻   893・1577）

カウンセリング「心のサポート」
　3月 22 日（日）・29 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。日時拡大のため、直接電話
でご確認ください。安心・信頼・
秘密厳守。男女・年齢制約なし。

要予約。参加費 800 円。［申・
問］山本さん（℡  080・4248・
1531）

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

いけ花展「家庭に花を」
　3 月 24 日（火）
～ 29日（日）午前
10 時～午後 4 時
30分、青年の家 1
階ロビー。お茶席
（お立て出し）は
26日（木）・27日（金）午前 11
時～午後 4時。お茶代 300 円。
主催は交野市茶華道協会。［問］
小川さん（℡  891・2663、午後
6時以降）

身体の痛み改善講座
　3月 24日（火）午後 2時～ 3
時、ゆうゆうセンター学びの部
屋 3。自分自身でできる腰痛・
肩痛・膝痛・姿勢矯正・脂肪の

く練習しています。体験・見学
あり。対象は中学生以上の女性。
入会金 3,000 円。月会費 3,000
円。［問］金沢さん（℡  090・
8230・8372）

交野市剣道連盟
　稽古場所は交野小、旭小、郡
津小、岩船小、倉治小、妙見坂小、
武道館。剣道は健全な心身をつ
くります。連盟では元気な子ど
も、大人の加入を待っています。
インターネットで交野市剣道連
盟と検索。［問］事務局の石倉さ
ん（℡  892・0219）

ママさんバレー・エンジェルス
　毎週水曜日午後 2時～ 5時、
いきいきランド交野体育館。現
在 30 ～ 50 代の仲良しチーム
で活動しています。市内在住
の既婚の女性は、私たちと一緒
に楽しくバレーをしましょう。
入会金無料。月会費 1,500 円。
［問］西村さん（℡  090・9169・
8697）

交野市卓球連盟
　毎週土曜日ま
たは日曜日午後
1 時～ 5 時、水
曜日午前 9 時
30 分～午後 1時、いきいきラ
ンド交野。日時など変更の場合
あり。対象は市内在住・在勤の
人。入会金 1,000 円。年会費 1
万 2,000 円。［申・問］近藤さん
（℡  ・℻   893・1387）

交野よさこいチーム
　毎月第 1・3土曜日午後 3時
～ 5時、サプリ村野。よさこい
や南中ソーランを中心とした踊
りチームを作ります。小学生か
ら 40 ～ 50 代まで幅広くメン
バー募集。入会金無料。月会費
500円。［問］三原さん（℡  090・
3867・2859）

交野フットボールクラブ
　①日曜日午前 9 時～（2 時

間）②日曜日と平日（2回）午
後 6時～、私部公園・二中・旭
小。3月 15日（日）午前 10時
～、私部公園管理棟で説明会。
対象は幼稚園児～小学生。入会
金 2,000 円。月会費① 1,500
円② 3,000 円。［申・問］近田さ
ん（℡  080・5330・1367）

いきいき歌体操HAND
　毎月第 4火曜日午後 1時 30
分～、ボランティアセンター。
市内の高齢者ふれあいサロン
や老人福祉施設で歌と体操で
交流。経験不問、歌の好きな人
大歓迎。入会金 1,000 円。月会
費無料。［問］ボランティアセン
ター（℡  894・3737）

ぴよぴよクラブ♪親子リトミック
　毎月 2回午前。月・木・土曜
日、青年の家。金曜日、ゆうゆう
センター。バレエ協会ピアニス
トの楽しいリトミック。対象は
10か月～ 4歳。体験無料。入会
金1,000円。会費800円（1回）。
［問］橋本さん（℡  090・8535・
4340、e-mail:ryo_jun@k.vodaf
one.ne.jp）

弾けると楽しいピアノらんど♪
　毎月 2回土・日曜日午前、青
年の家。連弾・ソロ・弾き歌い
などの練習。子どもの部、大人
の部あり。初心者歓迎。レパー
トリーを広げましょう。入会金
無料。月会費 3,000 円。［申・
問］小澤さん（℡  090・7103・
4793）

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・唱歌など楽
譜を読んで歌っ
て、いつまでも若
く。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］京谷さん
（℡  847・1065）

取り方などを学びます。参加費
500円。［問］松岡さん（℡  090・
5099・5538）

古文化同好会の勉強会
　3月 28日（土）午前 10時～
正午、青年の家学びの館。講演
会「吉向窯について～七夕と乞
巧奠（きっこうでん）」。講師は
吉向窯 9世の吉向松月さん。参
加自由。参加費 200 円（資料
代）。［問］古文化同好会の村田
さん（℡  892・2326）

中高年「お一人様」おしゃべり会
　3月 29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」も楽しさと笑顔と
元気の共有を。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）

こどもアトリエ展覧会・第11回
　4 月 1 日（水）～ 5 日（日）
午前 10 時～午後 5時、青年の
家 1 階ロビー。5 日は 4 時ま
で。小学生の絵画・造形作品を
たくさん展示します。簡単な
ワークショップあり。入場無料。
［問］山本さん（℡  090・7104・
6291）

健康体操すみれ会
　4 月 3 日（ 金 ）・
24日（金）午後 2時
～、青年の家。健康
についての話し合い
や、自分のペースで
簡単なストレッチ。
転倒を予防し、疲れにくい体に
しませんか。体験説明会。対象
は女性。参加費無料。［問］大西
さん（℡  080・1434・5276）

第37回交野市市長杯テニス大会
　4月 5日（日）私部公園テニ
スコート。予備日 12 日（日）。
〈45 歳男・55 歳男複〉午前 8

時、〈一般女・45 歳女複〉9時
30分、〈一般男複〉11時、〈混合〉
午後 1 時。参加費 2,000 円（1
組）。参加資格は市内在住・在
勤・在学者。［申］3 月 26日（木）
までに青年の家［問］山田さん
（℡  892・9235）

ボランティア精神は豊かさのしるし
　4月 5 日（日）
午後 0 時 30 分
（開場）・1時（開
演）、ゆうゆうセ
ンター交流ホール。講演「互い
に助け合って生きる道」。講師
は NHK「こころの時代」など
出演のスリランカ人のスマナ
サーラさん。参加費無料。主催
はスリランカ学童援助会。［問］
長谷川さん（℡  090・9868・
7486）

TOEIC600点攻略
　4 月 18 日（土）～ 6 月 20
日（土）、毎週土曜日午後 6 時
30分～8時30分、交野会館（郡
津駅前）。全 10 回。指導は京大
卒 960 点取得者。参加費 2 万
6,000 円（材料費別）。［申・問］
NPO法人交野市国際交流協会
（℡  894・1113、月～金曜日午
前 9時～午後 5時）

第32回交野オープン卓球大会
　4月 26日（日）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（合計年齢が 99歳以下・
100 歳以上・130 歳以上）の 9
種目。参加費 2,000 円（1 組）。
主催は交野市卓球連盟。［申・問］
3 月 31日（火）までに讃岐谷さ
ん（℡  ・℻   892・8723）

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

第3回おりひめ桜まつり

■市内の幼稚園・保育園児・小学生の「天までとどけ　夢桜メッセージ」
　メッセージボードに子どもたちの夢を描いた桜の花を展示しま
す。また、郡津駅から機物神社までの周辺地域〝おりひめ七夕スト
リート〟では、おりひめちゃんのぬりえも展示します。
と　き　3月 22日（日）～ 4月 12日（日）
ところ　郡津駅地下連絡通路

■賑わいステージ・地域や各団体の模擬店
と　き　4月 5日（日）午前 10時～午後 4時
※雨天決行、荒天中止
ところ　郡津公民館西側多目的広場
［  問］交野市商業連合会事務局（北大阪商工会議所交野支所内、
℡  892・6700）

みんなのページ
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おりひめちゃん
作：泉　麗香

［問］＝問い合わせ　［申］＝申し込み　℡  ＝電話番号　℻  ＝ファクス番号 の略です

みんなのページ

人口と火災・救急
1 月末の市の人口

人　口 78,026 人
男 37,777 人
女 40,249 人

世帯数 31,379 世帯

1 月の火災と救急
火災 2件 救急 275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　●●●

童謡・唱歌を歌う会
　第 2・4水曜日午前 10時 30
分～正午、星田会館。童謡・唱
歌を楽しく歌いませんか。入会
金 1,000 円。会費 1,000 円（練
習1回）。［問］高野さん（℡  892・
1071）

交野俳句会
　毎月第 1日曜日午後 1時～
4時、青年の家。一緒に俳句を
楽しみませんか。散歩が楽しく
なりますよ。初心者、男性大歓
迎。お気軽に見学にお越しくだ
さい。入会金無料。月会費1,000
円。［問］西村さん（℡  892・
0702）

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
ンド交野小会議
室 5。小さくて手軽なやさしい
お箏。数字譜なので初心者の人
も楽しめます。体験あり。入会
金無料。月会費 3,000 円。［申・
問］前田さん（℡  090・6371・
4523）

交野大正琴の会
　月曜日午後、いきいきランド
交野。火曜日午前、青年の家。毎
月 2回。楽譜が読めなくても数
字を見て簡単に弾けます。みん
なで童謡・演歌・流行歌を弾
いて楽しみましょう。初心者歓
迎。入会金無料。月会費 3,000
円。［申・問］小澤さん（℡  090・
7103・4793）

交野市茶華道協会
　市内在住・在勤の茶道か華道
の師範免状をお持ちの人、入会
しませんか。青年の家ロビー展、
文化祭、親睦会などみんなで楽
しんでいます。入会金無料。年

会費 2,500 円。［申・問］小川さ
ん（℡  891・2663、午後 6時以
降）

メンズスイーツ工房
　毎月 1回午後 1時～ 4時、ゆ
うゆうセンター調理実習室。本
格的なスイーツのコツをマス
ター。すべて持ち帰り。入会金
無料。会費 1,300 円（1回、材料
費別）。［問］六反田さん（℡  080・
5576・4340）

子供スイーツ工房
　4 月 ～ 9 月 毎
月土・日曜日午前
と午後、ゆうゆう
センター調理実習
室。全 6回（月 3回
実施の中から 1回
選択）。対象は小学校 2年生以
上。入会金無料。会費1万2,000
円（6 回、材料費含む）。［問］
六反田さん（℡  080・5576・
4340）

前結び着付研究会
　毎週金曜日午後 2時～ 3 時
30 分、武道館。手元を見なが
ら楽に帯が結べます。だて締め
を使わなくても着くずれしな
い着方です。入会金無料。月会
費 1,000 円。［申・問］宮原さん
（℡  090・4566・6446）

星田囲碁友の会
　〈一般〉毎週土・日曜日午前 9
時～午後 4時 30 分、星田市民
センター 2階。入会金無料。年
会費 5,000 円。〈子ども教室〉毎
週土曜日午後 1時～ 4時。第 6
期生募集。対象は小学校 1年生
以上。入会金無料。年会費2,500
円。［申・問］永安さん（℡  893・
1292）

　市民農園については、9㌻をご
覧ください。［問］土木建設課耕地
係（℡  892・0121）

〝みんなのページ〟が5月号から変わります！
　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や、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。

金刀比羅宮（こんぴらさん・四国）
　3月 28 日（土）午前 7時 10

分、河内磐船駅集合。京橋駅－
大阪駅－相生駅－岡山駅－坂
出駅－琴平駅－金刀比羅宮（こ
んぴらさん）。小雨決行。一般向
け 5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）

ミズバショウハイキング
　3月 29日（日）
午前 9 時 15 分、
私市駅集合。く
ろんど園地－か
いがけの道－河内磐船駅。雨天
中止。一般向け8㌔。定員50人。

参加費 500 円。［申・問］大阪
府みどり公社（℡  06・6266・
1038）

みのお大滝から千里中央
　4月 11日（土）
午前 7 時 50 分、
河内磐船駅集合。
大阪駅－梅田駅
－石橋駅－箕面
駅－みのお大滝－雲隣展望台
－こもれび展望所－才ヶ原池
－千里中央駅。小雨決行。一般
向け 12㌔。参加費 200 円。交
通費 2,000 円。［問］鶴園さん

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。
▷ 千成ヤクルト販売㈱からヤク
ルトラーメン 150食
▷交野市文化連盟から 640円
▷ 藤が尾の西 志緒里さんから
5万円
▷  JA北河内女性会交野支部か
ら 1万円

（℡  891・6002）


