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はなきんくらぶ
　5 月 6 日（金）・27 日（金）
14 時～ 16 時、ホーム明星。市
内在住の 60 歳以上対象。無
料（喫茶有料）。カラオケ・囲
碁など。豊年福祉会。［問］浜崎
（℡  894・1798）

心の病を抱えた家族の方々集合
　5月11日（水）13時 30分～
16時、ゆうゆうセンター。精神障
がい者の家族対象。無料。精神の
病気で悩んでいる家族の人、参
加を。［問］雲川（℡  891・0884）

第 7回春の音楽交流会
　5 月 15 日（日）
13 時、ゆうゆうセ
ンター。無料。演奏
者と一緒に楽しむ
音楽会です。［問］支援センター
みのりの瀬川（℡  893・9511）

「交野の仏たち」勉強会
　5 月 18 日（水）10 時～ 12
時、青年の家学びの館。200 円
（資料代）。交野古文化同好会
の勉強会。［問］村田（℡  892・
2326）

あしたへ！
　5 月 19 日（木）10 時～ 12

時、いきいきランド交野。100
円。発達障がいなど気になる人、
お話ししませんか。［問］中野
（℡  891・9040）

笑いヨガ　ひふみチャン
　5 月 19 日（木）13 時 30 分
～ 15時、交野会館（郡津駅前）。
500 円。扉を開けてみてくださ
い。笑顔があふれています。［問］
岡田（℡  080・2411・6105）

5 月のつくつくはハサミで！
　5月 20日（金）
10 時～ 11 時 45
分、ゆうゆうセン
ター。会員 1,200
円、会員以外 1,500 円。ハサミ
で工作。［問］つくつくロピス箱
の菊川（℡  090・8520・3896）

植物園でかけら人形を作ろう！
　5 月 21 日（土）10 時 15 分
～ 12 時、大阪市立大学理学部
附属植物園。500 円。クスノ
キの下で楽しく工作。［問］つく
つくロピス箱の菊川（℡  090・
8520・3896）

ありがとう笑いヨガクラブ交野
　5 月 21 日（土）13 時 30 分
～ 15 時、ゆうゆうセンター。
500 円。笑って健康、笑って
喜びの福が来る。誰でも参加
できます。［問］藤谷（℡  090・
3038・5085）

「交流カフェつどいの丘」開催
　5 月 21 日（土）14 時～ 15
時 30 分、ケアハウスきんもく
せい。認知症の人、その家族、
地域のみなさん対象。300 円。
毎月第 3 土曜開催。［問］石井
（℡  895・2468）

ボーイスカウトビーバーラリー
　5月22日（日）9時30分〈受付〉
～12時、淀川河川公園（枚方）。
年長～小学校2年生対象。無料。
「恐竜ランド」でゲーム。［問］萩
原（℡  090・8657・7571）

歴史まち歩き・私部城跡編
　5 月 22 日（日）13 時～ 15
時 30 分、私部城跡周辺。市役
所別館前集合。200 円。交野の
まちを歩こう。［問］おりひめ大
学れきし学科の菊川（℡  090・
8520・3896）

「淀川大洪水と大橋房太郎」勉強会
　5 月 28 日（土）10 時～ 12
時、青年の家学びの館。200 円
（資料代）。交野古文化同好会
の勉強会。［問］村田（℡  892・
2326）

中高年「お一人様」おしゃべり会
　5月28日（土）10時、ゆうゆ
うセンター。40～100歳ぐらい
の男女対象。500円。初めて・久
しぶりの人も男女ともに大歓迎。
［問］山本（℡  080・4248・1531）

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 ～

　パンを一緒に作りながら、微生物の力を感
じ、学びましょう。
と 　き　6月 11 日（土）① 10時～ 11時 30
分　② 13時 30分～ 15時
と ころ　高山サイエンスプラザ 4階（学研北
生駒駅からバス、サイエンスプラザ下車）
対　象　小学生（保護者同伴）
参加費　500円
定　員　①②各 30人（抽選）
※ 当選通知は5月 28日（土）までに行います。
落選の通知はありません。

申 し込み　メール、ファクス、はがきで、①目に

見えない生き物〝酵母〟から考えるパン作り
②希望時間（第2希望まで）③参加者名（フ
リガナ）④学校名⑤学年⑥住所（郵便番号）⑦
メールアドレス、ファクス、電話番号を記入
し、5月25日（水）〈必着〉までに、〒630－
0101　生駒市高山町 8916－ 12　奈良先
端大支援財団（eメール＝ kagaku@science-
plaza.or.jp、ファクス＝0743・72・5819）
　※受付開始は、5月 2日（月）からです。
　※ 詳しくはホームページ（http://www.
science-plaza.or.jp）をご覧ください。

［問］同財団（℡  0743・72・5815）

目に見えない生き物〝酵母〟から考えるパン作り！第7979回NAISTサイエンス塾
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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

おりひめちゃん
作：泉　麗香

人口と火災・救急
3 月末の市の人口（前月比）

人　口 77,943 人（-58）
男 37,653 人（-48）
女 40,290 人（-10）

世帯数 31,698 世帯（+28）

3 月の火災と救急
火災 1件 救急 285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、市が保証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。保険加入などの詳しい内容は、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。をするものではありません。保険加入などの詳しい内容は、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。

　「おりひめ健康ポイント」につい
ては、4・5㌻をご覧ください。［問］
健康増進課（℡  893・6405）

7 月号の「サークルボード」掲載申込締め切りは、5月 31日（火）です

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 ～

サウンド会　社交ダンス交流会
　5月28日（土）13時10分～
16時 40分、ゆうゆうセンター。
800円。巡り合い、リボンあり。
茶菓子、フルーツ付き。［問］畑中
（℡  090・4648・1775）

第 7回おりひめフェスティバル
　5月 29 日（日）10 時、星の
里いわふね。入場無料。フラと
音楽のまつり。雨天決行。［問］
山﨑（℡  090・5880・8742）

きんもくせいフリーマーケット
　5月29日（日）11時～15時、
ケアハウスきんもくせい。入場
無料。帽子、婦人服、雑貨のお店
や模擬店が出店。［問］ケアハウ
スきんもくせい（℡  895・2468）

楽しもう！一緒にフラダンス！
　6 月 2 日（木）10 時 ～ 12
時、ゆうゆうセンター。育児中
の人。500 円。15 人まで保育
付き。［問］5 月 16 日 10 時か
ら 20 日までに kid's さぽーと
（℡  090・9865・7724）

第 19回交野市長杯G・G大会
　6月 3日（金）8時 15分、私
部公園グラウンド。雨天予備日
は 6月 9日（木）。無料。楽しい
グラウンドゴルフ大会。道具類
貸します。［問］草刈（℡  891・
0730）

竹久夢二　版画展
　5月 29日（日）までの 11時
～ 15時、ギャラリー天野が原。
無料。［問］おりひめ大学の甲斐
（℡  090・1553・7056）

一般男子ソフトボール部員募集
　第 3 日曜 9 時～ 12 時、旭
小学校グラウンド。18 歳以上
対象。年 1万円。大池元町ファ
ミリーズ。［問］市川（℡  080・
8515・8123）

ソフトバレーボール会員募集
　第 1・2 土曜、第 4 日曜、交

仲間募集
～ 一緒に活動しませんか？ ～～ 一緒に活動しませんか？ ～

野小学校か藤が尾小学校。月
1,000 円。老若男女・初心者、
一緒に汗を流しましょう。［問］
𠮷井（℡  090・1020・8499）

おりひめ大学　里のしぜん学科
　毎月第4土曜10時～12時、
ゆうゆうセンター。中学生以上
対象。年 1,200 円。5 月 28 日
（土）10 時から新学科が始ま
ります。［問］多田羅（℡  090・
6060・3547）

ぴよぴよクラブ♪親子リトミック
　毎月 2 回木・金・土曜 9 時
40 分～、青年の家・ゆうゆう
センター。10か月～4歳対象。
入会1,000円。1回600円。［問］
橋本（℡  090・8535・4340）

交野アーチェリークラブ
　土・日曜・祝日 10時～ 12時、
交野自立センター内。中学生以
上対象。入会2,000円。月2,000
円。老若男女楽しめるスポー
ツ。［問］堀内（℡  090・5068・
7187）

地域情報誌「みらくる」です！
　会員の都合に合わせて月 1
回程度、みんカフェ（市役所別
館 1階）。会費無料。ライター・
校正など。［問］saku らーに
んぐの秋山（℡  090・3976・
9092）

箕面教学の森、六個山（395㍍）
　5月28日（土）
7時 50 分、河内
磐 船 駅。1,600
円（保険代・交
通費）。箕面公園近くの山。案外
険しい。一般向け 9㌔。［問］鶴
園（℡  891・6002）

交野山清掃ハイキング
　6 月 5 日（日）9 時、河内磐
船駅。無料。傍示の里、かいがけ
の道など 4コース。雨天決行。
［問］きたろうハイキングクラブ
の願野（℡  080・5713・2096）

有馬富士（374㍍）散策
　6 月 11 日（土）7 時 50 分、
河内磐船駅。2,000 円（保険代・
交通費）。新三田駅から歩きま
す。一般向け 10㌔。［問］鶴園
（℡  891・6002）

ハイキング

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。
▷ 梅が枝の西岡昭榮さんから商
品券 5,000 円

善意銀行♥ ♥

かたのクリーンパトロール隊
　2か月に1回、青年の家など。
会費無料。自然体験・キャンプな
どを楽しもう。小学生以上の隊
員、高校生以上のリーダー募集。
［問］伊藤（℡  090・6204・5611）

自然石の美山水景情石第17回展
　5 月 14 日（土）9 時 30 分
～ 17 時、15 日（日）9 時 30
分～ 15 時。青年の家ロビー・
206 号室。無料。ロビーに石の
土産、2階に茶席あり。［問］板
東（℡  893・1023）

第 15回交野陶芸協会展
　5月17日（火）～22日（日）
9時 30分～17時、青年の家ロ
ビー。22日は16時まで。無料。
会員67人の作品を展示してい
ます。［問］曽我部（℡  891・6338）

交野女声ひびきコンサート
　6月5日（日）14時〈開演〉、門
真市民文化会館ルミエールホー
ル大ホール。無料。チケットが必
要なためお問い合わせください。
［問］佐々木（℡  855・8528）

ササユリ観察会
　6月 4日（土）9時 30分、私
市駅集合。15 時 30 分河内森
駅解散。無料。申し込み不要。林
床のマドンナに会いに行こう。
［問］安永（℡  892・9107）

恒例　バザー開催！
　6 月 4 日（土）10 時、交野
会館（郡津駅前）。入場無料。掘
り出し物あり。雨天決行。［問］
交野市国際交流協会（℡  894・
1113）

心生会まつり
　6月 4日（土）10時～ 15時、
ミルキーウェイ（天野が原町）。
入場無料。抽選会、バザー、模
擬店、歌などがあります。［問］
支援センターみのり（℡  893・
9511）

第 38回交野市長杯卓球大会
　6月 12日（日）9時～ 17時、
いきいきランド交野。市内在住・
在勤・在校者。男女別。一般W・
S1,000 円、中学 S100 円。［問］
5 月 28日までに近藤（℡  893・
1387）

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 ～

　12月 25日（日）星の里いわふねで行われる「交野の第
九」に合唱で参加しませんか。初心者大歓迎です。
対　象　中学生以上
参加費　5,000 円（学割あり）
◆初回説明会
と　き　6月 25日（土）15時～ 16時 30分
ところ　青年の家　303号室
主　催　交野シティ・フィルハーモニック他
［問］小島（℡  892・8144）

交野の第九！ 合唱団員募集
♪

♪♭

♬

　長年にわたり市政の振興と発展に寄与された功績をた
たえ、淺田耕一さん、坂野光雄さん、家村要一さん、戸川正
憲さん、河津誠彦さん、戸室常一さん、故・酒谷彰夫さんを、
有功者として 3月 30日付けで表彰しました。

交野市有功者表彰

　3月 10日（木）匿名の女性か
ら、10 万円を市に寄附してい
ただきました。深く感謝の意を
表すとともに、市の発展のため、
適切に使用します。

寄附をいただきました

酒谷さん酒谷さん
（ご家族）（ご家族）

戸室さん戸室さん 戸川さん戸川さん 家村さん家村さん 坂野さん坂野さん

※淺田さん、河津さんは欠席
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