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〝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

と 　き　8月 7日（金）10時～ 15時〈受け付け
は 14時 30分まで〉

と ころ　
▷ 木工教室　ジョプラックス㈱（星田北 1－ 27
－ 10）、ローバル㈱（幾野 6－ 41－ 1）

▷ クラフト体験　㈲田中企画（星田北 1－ 44－
1）、向井鉄工㈱（星田北 4－ 7－ 10）

※ 混雑時は整理券を配布し、材料がなくなり次第
終了します。

対　象　小学生以上（小学生は保護者同伴）
※駐車場・駐輪場はありません。
［ 問］交野市工業会事務局（北大阪商工会議所内）
（℡  892・6700、ホームページ＝ http://www.
katano-kougyoukai.com/）

交野ものづくり工場巡り体験

きいきランド交野。年齢別混合W、
男女別W。1組2,000円。［問］8月
23日までに讃岐谷（℡  892・8723）

第32回明星文化祭
　10 月 17 日（土）10 時～ 16
時 30分、18日（日）10時～ 16
時、ホーム明星。バザー用品（未使
用）の提供をお願いします。無料。
［問］浜崎（℡  891・2029）

交野社交ダンス同好会発表会
　8 月 9 日（日）13 時 10 分～
16 時 30 分、ゆうゆうセンター。
ダンスで一緒に交流しません

　5月31日（日）いきいきランド交野で、200人が参加して行われ
ました。優勝者は次のとおり。
▷ 個人・形　〈幼年混合〉行武央翔〈小1男〉橋崎颯良〈小2男〉谷岡
永惟〈小1・2女〉面髙七海〈小3男〉織田晴仁〈小4男〉笹本慶也〈小
3・4女〉池田愛音〈小5男〉橋田陵冴〈小6男〉筒井聖志瑠〈小5・
6女〉長田帆乃花〈中学男〉長田宝大〈中学女〉末吉愛〈段外混合〉奥
野貴佳〈高・一般男〉赤木大翔
▷ 個人・組手　〈幼年混合〉山本陽大〈小1男〉橋崎颯良〈小2男〉谷
岡永惟〈小1・2女〉面髙七海〈小3男〉末井大智〈小4男〉池田哲平〈小
3・4女〉池田愛音〈小5男〉橋田陵冴〈小6男〉駒澤雄大〈小5・6
女〉安岡里菜〈中1男〉笹本稜也〈中2・3男〉長田宝大〈中学女〉大
西芹奈〈一般男〉大町精也
▷ 団体戦・形　〈小（低）混合〉交野A〈小（中）混合〉交野B〈小（高）
混合〉青山A〈中学生混合〉郡津
▷ 団体戦・組手　〈小（低）男〉青山A〈小（低）女〉青山A〈小（中）男〉
交野A〈小（高）男〉交野B〈小（高）女〉青山A〈中学生男〉交野

交野市空手道選手権大会

黒井城趾
　8月 22 日（土）7時 10 分、河
内磐船駅。春日局出生地。青春 18
きっぷ使用。一般向け8㌔。2,600
円（うち交通費 2,400 円）。［問］鶴
園（℡  891・6002）

長岡京から西山古道
　9月12日（土）7時 45分、交野
市駅。西山古道山道。小川を渡る。一
般向け11㌔。1,500円（うち交通費
1,300円）。［問］鶴園（℡  891・6002）

かたの写真同好会
　毎月第 3日曜 9時 30 分～ 12
時、青年の家。作品講評会、撮影会
などあり。女性歓迎。年3,000 円。
［問］松本（℡  891・2988）

謡曲－初心者向け練習会－募集
　毎月第 2・4 木曜 13 時 30 分
～ 16 時、武道館。現在数人の参
加者あり。主催は交野交謡会。月
500円。［問］北村（℡  892・4966）

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。
▷ ガールスカウト大阪第 107 団
から 50万円
▷ ㈱ビューティサロンモリワキか
ら 10万 129 円

善意銀行♥ ♥

仲間募集
～ 一緒に活動しませんか？ ～～ 一緒に活動しませんか？ ～

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 ～

か。参加自由。700 円。［問］真下
（℡  090・3861・7971）

2015夏の写真展
　8 月 25 日（火）～ 30 日（日）
9 時～ 16 時 30 分、青年の家ロ
ビー。30 日は 16 時まで。無料。
［問］井口（℡  891・3219）

交野フィル第17回定期演奏会
　9月 13 日（日）14 時〈開演〉、
枚方市市民会館。未就学児不可。
「運命」「田園」他。前売り 800円、
当日 1,000 円。小中高校生無料。
［問］木下（℡  891・7264）

第 18回交野市長杯G・G大会
　6月 4日（木）私部公園グラウ
ンドで、174人が参加して行われ
ました。優勝者は次のとおり。
▷男子の部　山口幸三
▷女子の部　土井京子

第 37回交野市長杯卓球大会
　6月 14日（日）いきいきランド
交野で、延べ 278人が参加して行
われました。優勝者は次のとおり。
▷ 男子W　田中靖章・植元正広
▷女子W　山本イツ子・山本幾代
▷男子S　岡野光和
▷女子S　南崎梨恵

大会結果

▷ジュニア男子S1年　山崎葵
▷ジュニア男子S2年　山崎泰一
▷ジュニア男子S3年　郡山慎吾
▷ ジュニア女子S1年　矢野まいの
▷ジュニア女子S2年　加山歩未
▷ジュニア女子S3年　新居志寿

ハイキング

おりひめちゃん
作：泉　麗香

人口と火災・救急
6 月末の市の人口（前月比）

人　口 77,980 人（+33）
男 37,711 人（+25）
女 40,269 人（+8）

世帯数 31,499 世帯（+47）

6 月の火災と救急
火災 2件 救急 235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。

　消防指令業務の共同運用について
は、2・3㌻をご覧ください。［問］消
防本部総務課（℡  892・0011）

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。

と 　き　8月17日（月）①10時②13
時 30分
と ころ　ギャラリー天野が
原（天野が原町 5 － 20
－ 5）
参 加費　1 人＝ 800 円、親子 1 組＝
1,500 円
※持ち物・予約不要
［問］木本（℡  892・2402）

神戸大地震の語り部の体験談
　8 月 6 日（木）13 時～ 15 時、
ゆうゆうセンター。衝撃、混乱の中
視覚障がい者が命拾いした体験。
無料。［問］森兼（℡  894・4500）

笑いヨガ　ヒフミちゃん
　8月 6日（木）・20 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
ホッコリと。各 500 円。［問］岡田
（℡  080・2411・6105）

はなきんくらぶ
　8 月 7 日（金）14 時～ 16 時、
ホーム明星。カラオケ・囲碁・将
棋など。市内在住の 60 歳以上対
象。豊年福祉会。無料（喫茶は有
料）。［問］浜崎（℡  894・1798）

ありがとう笑いヨガクラブ交野
　8 月 8 日（土）13 時 30 分～
15時、ゆうゆうセンター。笑いの
力で心も体も元気。誰でも簡単楽
しい。500円。［問］藤谷（℡  090・
3038・5085）

廃食油回収
　8 月 15 日（土）9 時 30 分～
10時 30分、市内 19か所（「広報
かたの」4月号参照）。水、天かす
など入らないようにして持参。無
料。［問］代永（℡  892・8568）

わくわく！サマー宿泊キャンプ
　8月 22日（土）・23日（日）、枚
方市野外活動センター。野外炊飯、
星空観察など。小学生 2,500 円、
中学生以上 3,000 円。［問］伊藤
（℡  090・6204・5611）

中高年「お一人様」おしゃべり会
　8月 27 日（木）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）

ママのリフレッシュデー・ヨガ
　9 月 3 日（木）10 時～ 12 時、
ゆうゆうセンター。育児中の人対
象。15人まで保育付き。500円。
［問］8 月 17 日 10 時から kid's 
さぽーと（℡  090・9865・7724）

交野市長杯ソフトテニス大会
　9月6日（日）9時、私部公園テ
ニスコート。予備9月20日（日）。
男女別ダブルス。1組中学生 800
円・一般 1,200 円。［問］8 月 26
日までに青年の家（℡  892・7721）

情熱のアルゼンチンタンゴ
　9 月 19 日（土）14 時〈開演〉
～ 16 時、ゆうゆうセンター。4
人の共演とバンドネオンの魅力。
碧空など。1,000 円。［問］小島
（℡  892・8144）

第33回交野オープン卓球大会
　9月21日（祝）9時～17時、い

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 ～

　切れなくなった家庭用の
包丁、ハサミを有料で研ぎま
す。出来上がり次第お渡しし
ます。
と 　 き　8 月 19 日（ 水 ）・
20日（木）いずれも 10時
～ 14時〈受付〉
ところ　市役所別館前
料 　金　品物により 400 円
～ 800 円

［問］代永（℡  892・8568）

包丁・ハサミ研ぎ
新聞紙でちぎり絵新聞紙でちぎり絵
アートを作ろうアートを作ろう !!

おりひめ大学ギャラリー部おりひめ大学ギャラリー部夏休み企画夏休み企画

参加費
無料
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