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おりひめちゃん
作：泉　麗香

人口と火災・救急
12 月末の市の人口（前月比）

人　口 78,015 人（+3）
男 37,718 人（-4）
女 40,297 人（+7）

世帯数 31,616 世帯（+5）

12 月の火災と救急
火災 3件 救急 287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。

　個人番号カードについては、14㌻
をご覧ください。［問］市民課（℡  892・
0121）

笑いヨガヒフミチャン
　2 月 4 日（木）・18 日（木）
13 時 30 分～ 15 時、交野会
館（郡津駅前）。気軽に扉を開け
てください。笑いがいっぱい。
各 500 円。［問］岡田（℡  080・
2411・6105）

はなきんくらぶ
　2 月 5 日（金）・26 日（金）
14 時～ 16 時、ホーム明星。カ
ラオケ・囲碁など。市内在住
の 60 歳以上対象。豊年福祉
会。無料（喫茶有料）。［問］浜崎
（℡  894・1798）

ファスナーポーチ作り
　2月 10 日（水）
10時～ 12時、ゆ
うゆうセンター。
申 し 込 み不要。
先 着 20 人。 無
料。［問］池田（℡  090・4270・
6570）

心の病を抱えた家族の方々集合
　2 月 10 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）

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 ～

はじめての大正琴 ! 初心者歓迎
　2月 15 日（月）14 時、いき
いきランド交野。数字楽譜で
簡単に弾けます。脳トレ効果も
あり。無料。［問］小澤（℡  090・
7103・4793）

あしたへ !
　2 月 18 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）

廃食油回収
　2 月 20 日（土）9 時 30 分
～ 10 時 30 分、市内 19 か所
（「広報かたの」27 年 4月号参
照）。水、天かすなどを入れずに、
時間内に持参。無料。［問］代永
（℡  892・8568）

ありがとう笑いヨガクラブ交野
　2 月 20 日（土）13 時 30 分
～ 15 時、ゆうゆうセンター。
心も体も生きるのが楽になる。
笑って楽しい。500 円。［問］藤
谷（℡  090・3038・5085）

童謡・唱歌・昭和歌謡を歌おう
　2 月 22 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。生
伴奏で楽しく。1,000 円。［問］
小澤（℡  090・7103・4793）

中高年「お一人様」おしゃべり会
　2月 27 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）

交野古文化同好会の勉強会
　2 月 27 日
（土）10 時～
12 時、青年の
家学びの館。
古資料による江戸・明治の星
田。200円（資料代）。［問］村田

（℡  892・2326）

サウンド会　社交ダンス交流会
　2 月 27 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）

植物園でアートとダンス見学
　2 月 28 日（日）15 時～ 19
時、大阪市立大学理学部附属植
物園。文化資源を用いた植物
園の活性化のお話。要事前申込
30 人。入園料 350 円。［問］同
園（℡  891・2059）

ママのリフレッシュデー・ヨガ
　3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 ］2 月 15 日 10 時 か
ら 19 日までに kid's さぽーと
（℡  090・9865・7724）

市民卓球「お楽しみ会」開催
　3月 12日（土）9時 30分～
13時、いきいきランド交野。基
本指導と応用。上靴持参。市内
在住・在勤・在校の小学生以上
対象。無料。［問］近藤（℡  893・
1387）

第7回音楽交流会
　5月 15 日（日）13 時、ゆう
ゆうセンター。出演者募集。1
団体 15 分程度。無料。［問］交
野心の病と共に生きる市民の
会 TEAM・みのり内（℡  893・
9511） かたの写真同好会・春の写真展

　2月 9日（火）～ 14 日（日）
9時～ 16時 30分、青年の家ロ
ビー。14日は 16時まで。会員
募集中。無料。［問］井口（℡  891・
3219）

第10回書道の会展
　3 月 1 日（火）～ 6 日（日）
10時～17時、青年の家ロビー。
6日は 15 時まで。小学生から

さくら・ソフトバレーボール
　第 1・2 土曜 9 時、第 3・4
日曜 13 時 30 分、交野小学校。
50 歳以上対象。月 500 円。80
歳まで元気に、自分の足で歩き

枚方市散策
　2月27日（土）8時、交野市駅。
宮之阪駅－百済寺跡－万年寺跡。
一般向け8㌔。降水確率60％以
上で中止。600円（保険代・交
通費）。［問］鶴園（℡  891・6002）

譲葉山（514㍍）宝塚
　3 月 12 日（土）7 時 50 分、
河内磐船駅。大阪駅－宝塚駅－
塩尾寺－行者山。やや健脚向け
9㌔。2,000 円（保険代・交通
費）。［問］鶴園（℡  891・6002）

第45回交野市卓球連盟杯
　12月 12 日（土）いきいきラ
ンド交野で、199 人が参加し
て行われました。上位の成績は
次のとおり。
▷混合ダブルス
①川崎俊彦・山口光江
②石田兼二・山本イツ子
▷男子シングルス
①岡野光和
②郡山慎吾
▷女子シングルス
①山本イツ子
②山本幾代
▷中学生男子シングルス 1年
①山崎葵
②山本敬之
▷中学生女子シングルス 1年
①矢尾まいの
②櫻井月乃
▷中学生男子シングルス 2年
①福田敦之
②山崎泰一
▷中学生女子シングルス 2年
①加山歩未
②谷崎結由妃

仲間募集
～ 一緒に活動しませんか？ ～～ 一緒に活動しませんか？ ～

ましょう。［問］餌取（℡  893・
0508）

いわふね俳句会会員募集
　第 1 木曜 13 時～ 15 時 30
分、ゆうゆうセンター。喜怒哀
楽など俳句に託し共に語り合
いましょう。月 500 円。［問］辻
（℡  891・7547）

星田囲碁友の会
　毎週土・日曜 9 時～ 16 時
30分、星田市民センター。囲碁
を楽しみましょう。市民・市内
在勤者対象。年 5,000 円（子ど
もは半額）。［問］永安（℡  893・
1292）

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 ～包丁・ハサミ研ぎ包丁・ハサミ研ぎ

　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　2月 17日（水）・18
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）

ハイキング

一般までの硬筆・毛筆作品を
展示。無料。［問］森岡（℡  893・
5707）

かたすい第19回定期演奏会
　3月 6日（日）14時〈開演〉、
星の里いわふね。海の男たちの
歌・ゴジラファンタジー他。無
料。［問］かたすい事務局の三原
（℡  891・9855）

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。
▷ 千成ヤクルト販売㈱からヤク
ルトラーメン 150食

善意銀行♥ ♥

大会結果
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