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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

ドレミふぁ ! リトミック
　毎月第 2・4火曜 10時～ 10
時 50 分、ゆうゆうセンター。
親子のぬくもりを大切に笑顔
と喜び育てましょ。1歳半～ 3
歳対象。月 1,500 円。［問］角田
（℡  090・5127・6952）

大和三山の二山
　9 月 26 日（土）7 時 40 分、
河内磐船駅。畝傍御陵前駅－香
具山－耳成山。小雨決行。9㌔。
2,000円（保険代・交通費）。［問］
鶴園（℡  891・6002）

京都帝釈天（南丹市）
　10月 10日（土）7時 45分、
交野市駅。吉富駅－八木駅。小
雨決行。一般向け 12㌔。2,500

おりひめちゃん
作：泉　麗香

人口と火災・救急
7 月末の市の人口（前月比）

人　口 77,970 人（-10）
男 37,718 人（+7）
女 40,252 人（-17）

世帯数 31,527 世帯（+28）

7 月の火災と救急
火災 0件 救急 283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。

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。

笑いヨガ　ヒフミチャン
　9 月 3 日（木）・17 日（木）
13 時 30 分～ 15 時、交野会館
（郡津駅前）。難しくないですよ。
一緒に笑いましょう。各 500
円。［問］岡田（℡  080・2411・
6105）

心の病を抱えた家族の方々集合
　9月 9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家族の人、
参加を。精神障がい者の家族
対象。無料。［問］雲川（℡  891・
0884）

視覚障害者のための友愛サロン
　9月 10日（木）10時 40分、
ゆうゆうセンター。午前は認知
症について、午後は朗読劇です。
目の不自由な人対象。無料。［問］
森兼（℡  894・4500）

はなきんくらぶ
　9月11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）

歴史ウオーク・大東市再発見Ⅱ
　9月 12日（土）9時、住道駅
集合。鴻池新田会所。小雨決行。
参加自由。交野古文化同好会。

450 円（入場料・資料代）。［問］
村田（℡  892・2326）

サウンド会　社交ダンス交流会
　9 月 12 日（土）13 時 10 分
～ 16 時 40 分、ゆうゆうセン
ター。巡り合い、リボンあり。
茶菓子・フルーツ付き。800
円。［問］畑中（℡  090・4648・
1775）

ありがとう笑いヨガクラブ交野
　9 月 12 日（土）13 時 30 分
～15時、ゆうゆうセンター。笑っ
て元気アップ。子どもから大人
まで誰でも参加可。500円。［問］
藤谷（℡  090・3038・5085）

聴覚障害者ピアサロン
　9月15日（火）13時 30 分、
ゆうゆうセンター。防災につ
いて考えよう。無料。［問］障
害者相談支援センターかたの
（℡  893・7006）

子どもを待たせない食事作り
　9 月 16 日（水）10 時～ 11
時 45 分、ゆうゆうセンター。
食事作りのヒントがいっぱい。
500円。要予約。託児（1歳以上、
200円）。［問］岩谷（℡  ・℻   810・
0012）

あしたへ !
　9月17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）

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 ～

勉強会・悲劇の王子・惟喬親王
　9 月 26 日（土）10 時～ 12
時、青年の家学びの館。参加自
由。交野古文化同好会。200 円
（資料代）。［問］村田（℡  892・
2326）

中高年「お一人様」おしゃべり会
　9月 26 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）

クッキング交流会へのお誘い! !
　10 月 4 日（日）11 時～ 14
時、ゆうゆうセンター。関西外
大留学生と交流。先着 20 人。
小・中学生 500円、高校生以上
800 円。［問］交野市国際交流協
会（℡  894・1113）

障害児（者）親の会バザー
　10月 28日（水）10時～ 12
時、ゆうゆうセンター。物品（新
品）提供、ご来場お願いします。
入場無料。［問］須井（℡  892・
8815）か、岩崎（℡  891・1809）

子供ピンポン大会
　7月 20日（祝）いきいきラン
ド交野で、24 人が参加して行
われました。上位の成績は次の
とおり。
▷低学年
　 ①谷崎路心　②矢野智代寧　
③今堀永嗣、石垣勇惺
▷高学年
　 ①山崎葵　②牧歩空　③山田
和樹、白川香乃

第19回カラオケグランプリ大会
　9月6日（日）10時、星の里い
わふね。歌唱をお聞きください。
お楽しみ抽選会あり。無料。［問］

　7月 23 日（木）枚方信用
金庫から、創立 65周年を記
念して、災害情報収集用テレ
ビ 2台、カメラ 1台、防火啓
発 PR 用 DVD2枚を、消防
本部に寄贈していただきま
した。

防災備品の寄贈防災備品の寄贈

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 ～

荒井（℡  090・9706・1008）

第13回星のパレット水彩画展
　9月 8日（火）～ 13 日（日）
10時～16時、青年の家ロビー。
力作がそろいました。ぜひ見に
来てください。無料。［問］手島
（℡  893・4598）

デジカメ同好会　秋の写真展
　9月 15日（火）～ 20日（日）
9時～ 17時、青年の家ロビー。
会員の日頃の力作をぜひご覧く
ださい。無料。［問］小嶋（℡  892・
1607）

第20回秋期大作展－洋画同好会
　9月 22日（休）～ 27日（日）
9 時 30 分 ～ 16 時 30 分、青
年の家ロビー。油絵、水彩画の
100 号も数点展示します。無
料。［問］瀬野（℡  892・2992）

ハイキング

円（保険代・交通費）。［問］鶴園
（℡  891・6002）

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

～広報からのお知らせ～～広報からのお知らせ～
　「サークルボード」に催しや会員募集の記事を載せたいとき
は、市役所本館 2階の情報課広報担当か、ホームページで配布
している掲載依頼用紙に必要事項を記入し、広報担当の窓口で
申し込んでください。
　申し込みの締め切りは、発行日の 1か月前です。
11月号の締め切りは、10月 1日（木）です。
※ 締め切り日が、土・日曜日、祝日の場合は、その
翌日が締め切り日になります。
問い合わせ　情報課広報担当（℡  892・0121）

1111広
報かたの

と　き　10月 29日（木）
ところ　交野カントリークラブ
対　象　市内在住で 60歳以上の人
定　員　先着 120人
参 加費　市星連会員 1万 4,500 円、非会員 1万 5,500 円（キャ
ディフィ・賞品代・会食代込み）
［  申・問］9 月 15日（火）までに、市星連若手部の天野（℡  090・
6600・3538）　

第 4 回市星連・ゴルフ大会第 4 回市星連・ゴルフ大会参加募集参加募集
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　平成 27年国勢調査については、2
～ 4㌻をご覧ください。［問］情報課
（℡  892・0121）

27.09.01 (30)(31)27.09.01


