
［問］［問］＝問い合わせ　＝問い合わせ　℡  ℡  ＝電話番号　＝電話番号　℻  ℻  ＝ファクス番号 の略で、時間は24時間表記です。＝ファクス番号 の略で、時間は24時間表記です。

〝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

おりひめちゃん
作：泉　麗香

人口と火災・救急
9 月末の市の人口（前月比）

人　口 77,944 人（-37）
男 37,691 人（-22）
女 40,253 人（-15）

世帯数 31,551 世帯（+24）

9 月の火災と救急
火災 2件 救急 288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。

　読書手帳については、2・3㌻をご
覧ください。［問］倉治図書館（℡  891・
1825）

笑いヨガ　ヒフミちゃん
　11 月 5 日（木）・19 日（木）
13時 30分～ 15時、交野会館（郡
津駅前）。大笑いして、幸せホルモ
ンいっぱい。各 500 円。［問］岡田
（℡  080・2411・6105）

心の病を抱えた家族の方々集合
　11 月 11 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
　11 月 12 日（木）10 時 40 分
～ 15時、ゆうゆうセンター。介護
サービスのいろいろ。午後、しの
笛演奏。視覚障がい者の人対象。
無料。［問］森兼（℡  894・4500）

歴史ウオーク・飯盛山城へ登る
　11月 14日（土）8時 30分、河
内磐船駅集合。15時まで。弁当持
参。交野古文化同好会。200円（資
料代）。［問］村田（℡  892・2326）

ありがとう笑いヨガクラブ交野
　11月14日（土）13時 30分～15
時、ゆうゆうセンター。みんなで笑っ
て元気。誰でも参加可能。500円。
［問］藤谷（℡  090・3038・5085）

サウンド会　社交ダンス交流会
　11月 14日（土）・22日（日）・

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 ～

28 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。各800円。［問］畑
中（℡  090・4648・1775）

聴覚障害者ピアサロン
　11月17日（火）13時 30分、ゆう
ゆうセンター。宇宙亭笑任さんの手
話落語とお話。無料。［問］障害者相談
支援センターかたの（℡  893・7006）

あしたへ !
　11月19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）

家事と家計の勉強会
　11月 19日（木）10時～ 12時、
ゆうゆうセンター。0歳の赤ちゃ
んは会場へ。350 円。託児 200
円（要予約、軽食付き）。［問］大阪
友の会の佐藤（℡  ・℻   893・1782）

第10回木漏れ日市開催
　11月21日（土）10時～16時、妙
見工房（星田9丁目）周辺。秋の森の
手作り市へどうぞお越しください。
入場無料。［問］森（℡  893・1199）

憲法とくらしを考える会学習会
　11月 21日（土）14時～ 16時、
青年の家。子どもの教科書を知ろ
う。500 円。［問］松村（℡  090・
9713・0652）

中高年「お一人様」おしゃべり会
　11 月 22 日（日）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）

勉強会・妙見宮と星田神社
　11月 28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）

高齢者の消費者トラブル防止
　11 月 28 日（土）13 時 30 分

～ 14時 30 分、ホーム明星。お車
でのご来場はご遠慮ください。無
料。［問］重村（℡  894・1798）

みそじーず 10周年コンサート♪
　11月 29日（日）13時 30分〈開
場〉14時〈開演〉、倉治公民館。ピ
アニカ・笛で「青い山脈」もセカ
オワも。無料。［問］久本（℡  090・
3719・8223）

ママのリフレッシュデー・ヨガ
　12月 3日（木）10 時～12 時、
ゆうゆうセンター。育児中の人。15
人まで保育付き。500円。［問］11
月16日10時から20日までkid's 
さぽーと（℡  090・9865・7724）

ウイグルの話しあれこれ
　12 月 6 日（日）13 時 30 分、
交野会館（郡津駅前）。シルクロー
ドに生きる民の話。先着 40 人。
500円（茶菓子代）。［問］国際交流
協会（℡  894・1113）

第45回交野市卓球連盟杯
　12月 12日（土）9時～ 17時、
いきいきランド交野。市内在住、在
勤者。一般混合W男女別S1,000
円。中学生 S100 円。［問］11 月
29日までに近藤（℡  893・1387）

交野の歴史を知ろう
　12 月 13 日（日）10 時 15 分、
地域活動支援センターみのり（藤
が尾）集合。星田周辺を歩く。要
申込。無料。［問］12 月 4 日ま
でに同センターみのり（℡  893・
9511）

交野市剣道連盟会員募集
　場所は交野小、旭小、郡津小、岩
船小、倉治小、妙見坂小、武道館。
入会無料。日時、月会費は事務局
へ。交野市剣道連盟HPもご覧く
ださい。［問］石倉（℡  892・0219）

交流卓球
　毎週月・木曜 12時～ 15時、い
きいきランド交野。障がい者と健
常者、隔たりなく楽しく交流。1
回 200円。［問］身体障がい者福祉
会の税所（℡  090・6964・6220）

仲間募集
～ 一緒に活動しませんか？ ～～ 一緒に活動しませんか？ ～

第12回南星台作品展ご案内
　11月 11日（水）～ 15日（日）
10 時～ 17 時、南星台集会所。
15 日は 16 時まで。趣味の作品
約 200点がお待ちしています。無
料。［問］花岡（℡  891・3891）

妙見東第5回わたしの作品展
　11月21日（土）・22日（日）10
時～16時、妙見東自治センター。
22日は15時まで。絵画、陶芸、書
道、写真、手芸品など展示。無料。
［問］堀（℡  090・6903・8383）

第7回ラベンダー水彩画展
　12月 1日（火）～ 6日（日）9時
30分～16時30分、青年の家ロビー。

6日は 16時まで。水彩画約 40点展
示。無料。［問］大崎（℡  892・3127）

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 ～

京都東山周辺哲学の道
　11月28日（土）7時45分、交野
市駅。出町柳駅から南禅寺。小雨決
行。一般向け9㌔。1,000円（保険代・
交通費）。［問］鶴園（℡  891・6002）

JR 大河原から笠置
　12月12日（土）8時25分、河内
磐船駅。木津川沿いを歩く。小雨決
行。一般向け10㌔。1,500円（保険代・
交通費）。［問］鶴園（℡  891・6002）

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。
▷  NISI 歌謡教室からカラオケグ
ランプリ大会収益金一部とチャ
リティー募金 2万 2,541 円
▷ 大仏町会から第三回大仏町夏祭
チャリティー金 1万 1,905 円

交野市長杯ソフトテニス大会
　9月 20日（日）私部公園テニス
コートで、48 人が参加して行わ
れました。優勝者は次のとおり。
▷一般　西紀久子、南健次
▷中学（男子）　西川祐樹、酒井陽司

ハイキング

大会結果

善意銀行♥ ♥

寄寄 植植 教教せせ ええ 室室

と　き　11月 14日（土）10時～ 12時
と ころ　星田北温室（乙辺浄化センター隣）
※駐車場はありません。
定 　員　先着 25 人（前年の参加者は
ご遠慮ください）

参加費　無料
主　催　花と緑の会いぶき
［ 申・問］同会の手島（℡  080・5365・3871、
℻   893・3871）

と 　き　11月 26日（木）10
時～ 12時
ところ　ゆうゆうセンター
対　象　子育て中の人
参加費　無料
※ 保育付きの定員は 15 人ま
でです（要予約）。

［ 申・問］11月 9日（月）10
時から、ファミリー・サポート・
センター（℡  893・0757）

保育付ママのリフレッシュ体操保育付ママのリフレッシュ体操 フリーマーケット出店者募集フリーマーケット出店者募集

と 　き　11月 29 日（日）10時～ 15時〈雨天の場合は 12
月 6日（日）に延期〉

ところ　いきいきランド交野　ミルキーウェイ
参加費　1,500 円（1ブース）
主　催　交野市女性団体連絡協議会
［ 申］往復はがきに①住所②名前③電話番号④主な出品物を
記入し、11月 10日（火）までに、〒 576 － 0052　私部
2－ 29－ 1　社会教育課

［ 問］山本（℡  891・6833）か、木内（℡  891・4025）
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