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おりひめちゃん
作：泉　麗香

人口と火災・救急
10 月末の市の人口（前月比）

人　口 77,962 人（+18）
男 37,700 人（+9）
女 40,262 人（+9）

世帯数 31,575 世帯（+24）

10 月の火災と救急
火災 4件 救急 265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　ひふみチャン
　12 月 3 日（木）・17 日（木）
13 時 30 分～ 15 時、交野会
館（郡津駅前）。子ども心に帰っ
て大笑いしませんか。各 500
円。［問］岡田（℡  080・2411・
6105）

心の病を抱えた家族の方々集合
　12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）

あしたへ !
　12月 10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
しませんか。100 円。［問］中野
（℡  891・9040）

しめ縄リースをつくろう♪
　12月 10日（木）10時、ゆう
ゆうセンター。稲わらですてき
なお正月飾りを。予約制。定員
約 20 人。1,500 円。［問］つく
つくロピス箱の菊川（℡  090・
8520・3896）

サウンド会　社交ダンス交流会
　12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］

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 ～

畑中（℡  090・4648・1775）

廃食油回収
　12 月 19 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）。使
い終わった食用廃油。天かす、
水が入らないように。無料。［問］
代永（℡  892・8568）

ありがとう笑いヨガクラブ交野
　12 月 19 日（ 土 ）13 時 30
分～ 15時、ゆうゆうセンター。
健康は笑いから。誰でも簡単に
笑える笑いヨガ。500 円。［問］
藤谷（℡  090・3038・5085）

童謡や唱歌・昭和歌謡を歌おう
　12月 21日（月）13時～ 14
時 30分、いきいきランド交野。
楽譜が読めなくても大丈夫。
歌って元気に。1,000 円。［問］
小澤（℡  090・7103・4793）

みんなでドレミふぁ ! クリスマス
　12月 22日（火）10時～ 10
時 50分、ゆうゆうセンター。マ
マと笑顔で、ゲームや歌で、楽
しいクリスマス。1歳半～ 3歳
対象。700円。［問］角田（℡  090・
5127・6952）

中高年「お一人様」おしゃべり会
　12 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）

交野社交ダンス同好会発表会
　1 月 10 日（日）13 時 10 分
～ 16 時 20 分、ゆうゆうセン
ター。会員、江頭・奥村のデ
モあり。参加自由。1,500 円
（前売り 1,300 円）。［問］真下
（℡  090・3861・7971）

玉手箱で特技を生かしませんか
　毎月第3木曜10時～16時、
ボランティアセンター。地域、
施設で玩具作りや特技を披露し
ませんか。年 1,000 円。［問］ボ
ランティアセンター（℡  894・
3737）

つくつく造形教室・募集 ! !
　毎月第 2・4 金曜 10 時、ゆ
うゆうセンター。詳しくは「つ
くつく造形教室」で検索。1歳
半以上対象。月 1,200 円。年
3,400 円。［問］菊川（℡  090・
8520・3896）

賤ケ岳（422㍍）
　12月26日（土）7時15分、河
内磐船駅。木ノ本駅－余呉駅。小
雨決行。10㌔。交野山に登れる人
対象。2,600円（青春18きっぷ

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。
▷ 交野市合唱祭実行委員会から
1万円
▷ 交野市グラウンド・ゴルフ協
会から第 2回交野市枚方市・
グラウンド・ゴルフ交歓大会
ホールインワン基金7,700円

第23回交野市インディアカ協会杯
　10月25日（日）いきいきラン
ド交野で、9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 星田バイオレット：藤本美知・
真下克枝・佐古絵美・安藤と
み子
② 星田ピーチ：小川美恵子・築
山みき子・福丸由美子・諸間
操・喜多裕見子・松田照子

古文化同好会の恒例の初歩き
　1 月 2 日（土）9 時、郡津駅
前集合。12 時まで。郡津神社
－長宝寺－丸山古墳。交野古文
化同好会。200 円（資料代）。
［問］村田（℡  892・2326）

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 ～

日本語ボランティアで国際交流
　毎週金曜19時～20時30分、
交野会館。外国人の日本語学習
サポート。資格経験不要。入会
1,000円。年2,000円。［問］交野
市国際交流協会（℡  894・1113）

沖縄唄三線を楽しみましょう
　第 2・3 火曜 13 時 30 分～
16時、東幾野ふれあい館。小中
学生、中高年の人、男女共に初
心者大歓迎。月 500 円。［問］平
良（℡  892・1971）

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。経験者の練
習会もあり。主催は交野交謡会。
月 500 円。［問］北村（℡  892・
4966）

ママさんバレーエンジェルス
　毎週水曜 15 時～ 17 時また
は 19 時～ 21 時、いきいきラ
ンド交野。楽しくバレーをし
ましょう。市内在住の既婚女
性対象。月 1,500 円。［問］西村
（℡  090・9169・8697）

ハイキング

使用）。［問］鶴園（℡  891・6002）

飯盛山から忍ケ丘駅へ
　1 月 9 日（土）9 時、河内磐
船駅。小雨決行。野崎駅から 9
㌔一般向け。交野山に登れる人
対象。600円（保険代・交通費）。
［問］鶴園（℡  891・6002）

大会結果

善意銀行♥ ♥

　広報かたの 11 月号 35㌻「9
月の火災と救急」の救急件数に誤
りがありました。正しくは 288件
です。おわびし訂正いたします。
［問］情報課（℡  892・0121）

　切れなくなった包丁、ハサミを有料
で研ぎます。受け付け順に研ぎ、出来
上がり次第お渡しします。
と 　き　12月 16日（水）・17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・ハサミ研ぎ包丁・ハサミ研ぎ

仲間募集
～ 一緒に活動しませんか？ ～～ 一緒に活動しませんか？ ～

祝祝
点字カレンダー点字カレンダー
　ボランティアグ
ループ点訳「虹の会」
が、平成 28年版の点
字カレンダーを作り
ました。希望者に無料
で進呈します。［問］ボ
ランティアセンター
（℡  894・3737）

　楽しみながら、基本技術を学びます。
と 　き　毎週日曜 10時～ 12時
※第 3日曜は休み
ところ　岩船小学校
対　象　幼稚園児、小学生（男女不問）
［ 問］高橋（℡  894・2781、e-mail:jim
uren@katano-rs.com）
※ 詳細はホームページ（http://www.
katano-rs.com/）をご覧ください。

交野ラグビースクール生募集

RUG
BYB
ALL

第15回北河内成人のつどい第15回北河内成人のつどい

　障がいのある人たちのための成人式です。バンドの演
奏やチアリーディングで盛り上げます。
と　き　1月 16日（土）12時 30分～ 16時
ところ　枚方市立地域活性化支援センター
対 　象　北河内地域在住で、障がいがあり
2015 年度に成人を迎える人
参加費　1,000 円
［ 問］（社福）青い鳥福祉会青い鳥工房の戎井（℡  871・
4653、℻   871・4652）
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