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はなきんくらぶ
　5 月 1 日（金）・22 日（金）
14 時～ 16 時、ホーム明星。カ
ラオケ・囲碁・将棋など。市内
在住 60 歳以上対象。無料（喫
茶有料）。［問］浜崎（℡  894・
1798）

笑いヨガ　ヒフミチャン
　5 月 7 日（木）・21 日（木）
13 時 30 分～ 15 時、交野会館
（郡津駅前）。大笑いして心も体
もニコニコニッコリ。１回 500
円。［問］岡田（℡  080・2411・
6105）

真田幸村ゆかりのコース
　5 月 9 日（土）8
時 45 分、河内磐船
駅。天王寺公園－安
居神社－天王寺駅。
交野古文化同好会の歴史ウオー
ク。350円。［問］村田（℡  892・
2326）

おもちゃづくり広場
　5月 9日（土）13時 30分～
15 時 30 分、いきいきランド
交野。万歳クマさん、トンボ他
を作ります。幼稚園児～小学生
対象。無料。［問］井上（℡  090・
3268・3178）

ブレスレット作りとおしゃべり
　5 月 13 日（水）10 時～ 12
時、ゆうゆうセンター。お茶で
も飲みながらゆっくりと。先着
20人。無料。［問］人権協会パー
プルの池田（℡  090・4270・
6570）

心の病を抱えた家族の方々集合
　5 月 13 日（水）13 時 30 分
～ 16時、ゆうゆうセンター。精
神の病気で悩んでいる、精神障
害者の家族対象。無料。［問］雲
川（℡  891・0884）

活動日
～ イベント・催しのお知らせ ～～ イベント・催しのお知らせ ～

視覚障害者のための友愛サロン
　5 月 14 日（木）10 時 30 分
～ 15 時、ゆうゆうセンター。
市障がい福祉課との懇談、いき
いき歌体操。目の見えにくい人
対象。無料。［問］森兼（℡  894・
4500）

カケラで作ろうカケラビト♪
　5 月 16 日（土）
10 時 30 分 ～ 12
時 30 分、大阪市
立大学理学部附
属植物園。工作と
カケライブ。500 円（入園料
別）。［問］菊川（℡  090・8520・
3896）

ありがとう笑いヨガクラブ交野
　5 月 16 日（土）13 時 30 分
～ 15時、ゆうゆうセンター。笑
いの体操で健康アップ。簡単、
誰でも参加可。500 円。［問］藤
谷（℡  090・3038・5085）

第6回おりひめフェスティバル
　5月 17 日（日）10 時、星の
里いわふね。フラと音楽のま
つり。子どもブース模擬店あ
り。無料。［問］山﨑（℡  090・
5880・8742）

聴覚障害ピアサロン
　5月 19日（火）13時 30分、
ゆうゆうセンター。ろう学校

時代の思い出についてのお話。
無料。［問］障害者相談支援セ
ンター「かたの」（℡  ・℻   893・
7006）

あしたへ !
　5月21日（木）10時～12時、
いきいきランド交野。発達障が
いなど気になる人、お話しして
みませんか。100 円。［問］中野
（℡  891・9040）

勉強会・星田妙見宮の神々
　5月23日（土）10時～12時、
青年の家学びの館。交野古文化
同好会。200 円（資料代）。［問］
村田（℡  892・2326）

ドレミふぁ ! リトミック
　5 月 26 日（火）10 時～ 10
時 50分、ゆうゆうセンター。親
子の温もりを大切に笑顔と喜び
育てましょ。1 歳半～ 3 歳対
象。800円。［問］角田（℡  090・
5127・6952）

中高年「お一人様」おしゃべり会
　5月 30 日（土）
10 時、ゆうゆう
センター。初め
て・久しぶりの
人も男女ともに大歓迎。40 ～
100歳ぐらいの男女対象。500
円。［問］山本（℡  080・4248・
1531）

第9回木漏れ日市出店者募集
　出品は、木工、布、陶器、革など、
暮らしを温かくしてくれる手作り
品に限ります。
と　き　6月 20日（土）
と ころ　妙見工房（星田 9丁目）付
近の森
定　数　50店舗
※ 詳細は、インターネットで木漏れ日市と検索し、ご確認くだ
さい。
［問］5 月 30日（土）までに、森岡（℡  888・7210）
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おりひめちゃん
作：泉　麗香

人口と火災・救急
3 月末の市の人口（前月比）

人　口 77,928 人（-69）
男 37,688 人（-61）
女 40,240 人（-8）

世帯数 31,396 世帯（+28）

3 月の火災と救急
火災 4件 救急 253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。

　ハチの駆除については 18㌻
をご覧ください。［問］環境衛生課
（℡  892・0121）

サークルボードに掲載している内容は市民・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、市が保サークルボードに掲載している内容は市民・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。敬称は略して記載しています。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。敬称は略して記載しています。

〝サークルボード〟では、市民サークル・同好会などの活動をお知らせします。〝サークルボード〟では、市民サークル・同好会などの活動をお知らせします。

泉南、阪南ビーチ歩き
　5 月 23 日（土）7 時 50 分、
河内磐船駅。関空の南側ビーチ
を歩きます。小雨決行。一般向
け 12㌔。2,200 円（うち交通
費2,000円）。［問］鶴園（℡  891・
6002）

交野山クリーンハイキング
　6 月 7 日（日）9 時、河内磐
船駅。コースは傍示の里など 4
コース。きたろうHC。無料。［問］

第27回交野市体育協会会長杯
　3月 1日（日）いきいきラン
ド交野で、8チームが参加して
インディアカの大会が行われま
した。上位の成績は次のとおり。
▷ 1位　星田バイオレット
　藤本美知・佐古絵美・安藤と
　み子・松田照子・門脇直美・
　今泉由紀
▷ 2位　 ZERO
　東博子・中嶋左英美・三津木
　千賀子・光岡裕紀子

世界いろいろ体験談
　5 月 31 日（ 日 ）
14 時、ゆうゆうセ
ンター。海外駐在者
の発見を聴く。無
料。交野発国際親善の輪。［問］
長谷川（℡  090・9868・7486、
℻   891・5417）

第18回交野市市長杯Ｇ・Ｇ大会
　6 月 4 日（ 木 ）8 時 15 分、
私部公園グラウンド。雨天時 6
月 5日（金）。クラブなど貸与。
当日受付。市内在住 60 歳以上
対象。無料。［問］草刈（℡  891・
0730）

ハンドマッサージとお茶会
　6月10日（水）10時～12時、
ゆうゆうセンター。育児中の人・
20人まで。要予約。500 円。保
育あり。［問］5 月 25 日～ 29
日に kid's さぽーと（℡  090・
9865・7724）

第37回交野市長杯卓球大会
　6月 14日（日）9時～ 17時、
いきいきランド交野。市内在
住・在勤・在校者。一般 1,000
円、中学生 100 円。種目男女
別。［問］5 月 30 日までに近藤
（℡  893・1387）

活動日
～ イベント・催しのお知らせ ～～ イベント・催しのお知らせ ～

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。
▷ 梅が枝の西岡昭榮さんから
5,000 円

1,000円。［問］交野市ボランティ
アセンタ－（℡  ・℻   894・3737）

かたのクリーンパトロール隊
　2か月に 1回、青年の家など。
自然体験・キャンプなどを楽し
もう。小学生以上の隊員、高校
生以上のリーダー募集。会費無
料。［問］伊藤（℡  090・6204・
5611）

こども記者クラブメンバー募集
　毎月第3日曜10時～12時、
青年の家など。取材、編集、新
聞作りと本格的な記者活動。小
学校 2 年生以上対象。会費無
料。［問］秋山（℡  090・3976・
9092）

願野（℡  080・5713・2096）

柳生笠置周遊
　6 月 13 日（土）7 時 50 分、
河内磐船駅。笠置駅から歩く。
一般・やや健脚向け 12㌔。
2,400 円（うち交通費 2,200
円）。［問］鶴園（℡  891・6002）

善意銀行♥ ♥

東日本大震災避難者の声の展示
　5月 5日（祝）～ 10 日（日）
10 時～ 16 時 30 分、青年の家
ロビー。関西への避難者の切実
な思いを多くの人へ。無料。［問］
藤岡（℡  090・4569・2685）

第16回交野市愛石同好会石展会
　5 月 16 日（土）9 時 30 分
～ 17 時、17 日（日）9 時 30
分～ 14 時 30 分。青年の家ロ
ビー・206号室（茶席）。山川海
で見つけた石の美。無料。［問］
板東（℡  893・1023）

第14回交野陶芸協会協会展
　5月 19日（火）～ 24日（日）
9時 30分～ 17時、青年の家ロ
ビー。24日 16 時まで。会員約
70人の作品を展示しています。
無料。［問］街（℡  891・3200）

AG展（天野が原グループ展）
　5月 26日（火）～ 30日（土）
9 時 30 分～ 17 時、青年の家
ロビー。26 日 12 時から。30
日 15 時まで。天野が原在住
者による合同展。無料。［問］街
（℡  891・3200）

交野市空手道選手権大会
　5月31日（日）9時～15時、

一般男子ソフト　メンバー募集
　第 3日曜 9時～ 12 時、旭小
学校。やる気のある人募集中。
経験問いません。男性 18 歳
以上対象。年 1万円。［問］市川
（℡  080・8515・8123）

ボランティア募集します
　野良猫を見つけ
た時、私市会館・井
手之内会館など。飼
い主のいない猫の
捕獲・一時預かりの手伝い。
会費無料。［問］仲谷（℡  891・
1288）

楽しく指す ! かたの将棋クラブ
　毎週日曜 14 時 30 分～ 18
時 30分、藤が尾ふれあい館。入
会 1,000 円（高校生以下・女
性 500 円）。月 400 円（高校生
以下・女性 200 円）。［問］西原
（℡  898・2583）

姿勢美人になる骨盤調整ヨガ
　 毎 週 木 曜 10 時 ～ 12 時、
青年の家。深い呼吸に合わせ
て体を動かしましょう。1 回
1,000 円。［問］大久保（℡  090・
5085・1801）

つくつくロピス箱と工作しよう
　毎月第 2・4金曜 10時～ 11
時 45 分、ゆうゆうセンターな
ど。１歳半～未就園児の親子対
象。入会 3,200 円（5 月入会）。
月 1,000 円。［問］菊川（℡  090・
8520・3896）

世界の人と友だちに ! !
　第 3日曜 14時、ゆうゆうセ
ンター。料理、民話、遊び、音楽
などを通じて国際理解。入会

展示・発表会
～ 活動の成果を見てください ～～ 活動の成果を見てください ～

いきいきランド交野。多数のご観
覧とご声援をお待ちしています。
無料。［問］栃尾（℡  877・7141）

仲間募集
～ 一緒に活動しませんか？ ～～ 一緒に活動しませんか？ ～

大会結果

ハイキング

　姉妹都市カナダ・コリングウッドの高校生ジャズバンドが、
公開演奏会を開催します。
と　き　5月 23日（土）17時〈開演〉
ところ　ゆうゆうセンター 4階　交流ホール
入　場　無料
※ 駐車場に限りがありますので、公共交通機関をご利用くださ
い。
［  問］NPO法人交野市国際交流協会（月～金曜日〈祝・休日を
除く〉9時～ 17時、℡  894・1113）

ジャズ演奏会 　長年にわたり市政の振興と発展に寄与された功績をたたえ、
山本節子さん、小川康子さん、故・今井碧さん、故・水野正好さん、
中野作一郎さんを、有功者として3月30日付けで表彰しました。

前列左から小川さん、中野さん、今井さんの妻、山本さん

交野市有功者表彰
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