
［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。

笑いヨガ　ひふみチャン
　6月2日（木）・16日（木）13
時 30分～15時、交野会館（郡
津駅前）。各500円。大笑いして
頭も心もすっきり気持ちいい。
［問］岡田（℡  080・2411・6105）

はなきんくらぶ
　6 月 3 日（金）・24 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
　6月8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）

石仏の道を訪ねる
　6月 9日（木）10時～ 12時、
いきいきランド交野集合。200
円（資料代）。「石仏の道の仏」。
交野古文化同好会の歴史ウオー
ク。［問］村田（℡  892・2326）

つく園芸部・芝ぼうずを作ろう
　6 月 11 日（土）13 時 30 分
～ 15 時 30 分、ゆうゆうセン
ター。小学生以下は保護者同
伴。800 円。頭から芽が出る人

形。［問］菊川（℡  090・8520・
3896）

ボーイスカウト交野 3団体験
　6 月 12 日（日）9 時 30 分
〈受付〉～ 13時、倉治中路山野
営場。年長～小学生対象。無料。
自然の中でできるゲームで遊ぼ
う。［問］吉岡（℡  892・8693）

あしたへ！
　6 月 16 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）

乳幼児のお母さん集まれ！
　6 月 16 日（木）10 時～ 12
時、ゆうゆうセンター。350円。
託児あり（要予約）。子どもの生
活リズムや家事の工夫を考えよ
う。［問］深田（℡  380・8661）

6 月つくつくは影絵げきじょう
　6月 17 日（金）
10 時～ 11 時 45
分、ゆうゆうセン
ター。1歳半～ 5歳対象。会員
1,200 円、会員以外 1,500 円。
光と影、色の重なりを体験。［問］
菊川（℡  090・8520・3896）

廃食油回収
　6月18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）。無料。
使用後の油の回収。水、天かす

などを入れずに持参。［問］代永
（℡  892・8568）

ありがとう笑いヨガクラブ交野
　6月18日（土）13時 30分～
15時、ゆうゆうセンター。500
円。笑って喜びと健康な人生を。
簡単で、誰でも参加可能。［問］藤
谷（℡  090・3038・5085）

聴覚障がい者ピアサロン
　6月 21日（火）13時 30分、
ゆうゆうセンター。無料。相談
員と自由に話しませんか。［問］
障害者相談支援センターかたの
（℡  893・7006）

交野古文化同好会の勉強会
　6 月 25 日（土）10 時～ 12
時、青年の家学びの館。200 円
（資料代）。「伊勢神宮の成立と内
行花文鏡」。［問］村田（℡  892・
2326）

中高年「お一人様」おしゃべり会
　6月 25 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）

ブレイクダンス踊りませんか？
　6 月 25 日（土）14 時～ 16
時、交野会館。3～ 12歳対象。
500 円。定員 10 人。事前に予
約連絡お願いします。［問］大塚
（℡  090・3657・0767）

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 ～

◆稽古〈全 10回〉
と　き（変更となる場合があります）
▷ 7月 21日（木）・23日（土）・30日（土）
▷  8月4日（木）・6日（土）・9日（火）・11日（祝）・
13日（土）・17日（水）・19日（金）
時　間　いずれも 10時～ 11時 30分
ところ　青年の家　演奏練習室 304
対　象　小学生
定　員　15人（応募者多数の場合は抽選）

◆発表会
と　き　8月 20日（土）15時～
ところ　ゆうゆうセンター 4階　多目的ホール
［ 申］はがきに①住所②名前③年齢④学校名・
学年⑤電話番号を記入の上、7月 5 日（火）
〈消印有効〉までに、〒 576－ 0065　向井田
3－ 332 － 1　伝統文化交野箏曲こども教室
事務局

［問］同事務局（℡  893・3938）

箏の基礎を
学べます

ひいてみよう　おこと参加費
無料 ～文化庁事業・伝統文化親子教室～
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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
4 月末の市の人口（前月比）

人　口 77,910 人（-33）
男 37,624 人（-29）
女 40,286 人（-4）

世帯数 31,746 世帯（+48）

4 月の火災と救急
火災 0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。

　18 歳選挙権については、2・3
㌻をご覧ください。［問］選挙管理委
員会事務局（℡  892・0121）

8 月号の「サークルボード」掲載申込締め切りは、6月 30日（木）です

サウンド会　社交ダンス交流会
　6 月 26 日（日）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）

交野市長杯ソフトテニス大会
　7月 10日（日）9時、私部公
園テニスコート。予備日 17 日
（日）。中学生以上対象。1組一
般 1,200 円・中学生 800 円。
［問］6 月 30 日までに魚住
（℡  892・6146）

おりひめ大学おさけ学科勉強会
　7月 17 日（日）14 時、ゆう
ゆうセンター。20 歳以上対象
（酒の試飲あり）。一般 1,500
円、学生 1,000 円。日本酒ガー
ルとお話。［問］北岡（℡  090・
3920・9872）

子どもピンポン大会
　7月 18日（祝）9時 30分～
13時、いきいきランド交野。市
内在住の小学生対象。無料。上
靴持参。1 ～ 4 年生、5・6 年
生シングルス。［問］7 月 9日ま
でに近藤（℡  893・1387）

交野水彩画会　水無月展
　6月 7日（火）～ 12日（日）
9時 30 分～ 16時 30 分、青年
の家ロビー。無料。会員の作品約
40点を展示します。ご覧くださ
い。［問］末吉（℡  892・0247）

表装同好会作品展
　6月14日（火）～19日（日）
10時～16時、青年の家ロビー。
19日は 15 時まで。無料。会員
の掛軸など新作を展示・発表し
ます。［問］松原（℡  891・8685）

みどりの風星田コーラス演奏会
　6月18日（土）13時30分〈開
演〉、寝屋川市立地域交流セン
ターアルカスホール。無料。［問］
祢冝（℡  891・8753）

第18回チャリティーコンサート
　6月 19日（日）12時 30分、
ゆうゆうセンター。1,000 円。
スリランカ学童に自転車を供与
するための音楽会。［問］長谷川
（℡  090・9868・7486）

15 周年記念演奏会 にじのそら
　6 月 19 日（日）13 時 30 分
〈開場〉、14 時〈開演〉、寝屋川
市立地域交流センターアルカス
ホール。無料。［問］香村（℡  090・
3995・2863）

謡曲・仕舞（能楽）発表会
　6月 26日（日）9時 45分～
16時、私部会館。無料。「杜若」・
「天鼓」・「葵上」など、謡 7曲と
仕舞。［問］冨田（℡  891・2526）

1,000 円、月 800円（高校生以
下・女性は入会500円、月400
円）。［問］西原（℡  898・2583）

アンサンブルかたすい
　毎週日曜9時30分～12時、
青年の家。中学生以上対象。月
1,000 円。3月に定期演奏会を
開催します。クラリネット大募
集。［問］三原（℡  891・9855）

木彫り同好会会員募集
　毎月第 1・3 火曜 18 時 30
分～ 20時 30 分、青年の家。入
会 1,000 円。半年 4,000 円。木
彫りと雑談を楽しんでいます。
［問］若松（℡  892・5621）

ママさんバレー・チェリーズ
　毎週土曜 14 時～ 17 時、郡
津小学校体育館。既婚者・30
歳以上の女性対象。月 1,000
円。市内外不問。一緒に汗を流
しませんか。［問］水谷（℡  080・
5708・3519）

グラウンド・ゴルフ会員募集
　毎週月・火・金曜 8時 30分
～ 11時、私部公園グラウンド。
市内在住 60 才以上対象。入会
1,000 円。月 500 円。健康で毎
日楽しく。［問］草刈（℡  891・
0730）

大正琴を弾こう！初心者歓迎！
　毎月第1・3火曜11時、交野
会館。月3,000円。昭和流行歌

や童謡を弾いて楽しみましょう。
［問］小澤（℡  090・7103・4793）

童謡・唱歌・昭和歌謡を歌おう
　毎月第 4月曜 13 時～ 14 時
30分、いきいきランド交野。月
1,000 円。楽譜が読めなくても
大丈夫。歌って元気に。［問］小
澤（℡  090・7103・4793）

高取山（328㍍）神戸市
　6 月 25 日（土）7 時 50 分、
河内磐船駅。2,000 円（保険代・
交通費）。暑くなりました。一般
向け 9㌔。降水確率 60％以上で
中止。［問］鶴園（℡  891・6002）

天王山（270㍍）
　7月 9日（土）7時 45分、交
野市駅。1,200 円（保険代・交
通費）。水無瀬駅から十方山、天
王山。一般向け 8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。
▷  NISI 歌謡教室から歌謡オン
ステージ収益金一部とチャリ
ティー募金 2万 4,820 円
▷ ㈲コバシ産業からライスクッ
キー 20箱

▷一般男子
　伊藤知彦・久留広平
▷一般女子
　臼木ゆうか・梅野奈奈
▷ 45歳男子
　向井正明・田中幸一
▷ 45歳女子
　山口良子・荒金理恵
▷ 55歳男子
　林雄一郎・平井俊也
▷ミックス
　河野裕樹・河野友美恵

第 29回交野市市長杯
　4月 3日（日）いきいきラン
ド交野で、8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位　星田バイオレット
　藤本美知・佐古絵美・由本紀
子・安藤とみ子
▷ 2位　Joyclub
　江口綾子・前仲賀子・辻宏美・
芝滝真理・平野素子・江口静姫

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 ～

善意銀行♥ ♥

第38回交野市市長杯テニス大会
　4月 3日（日）私部公園テニ
スコートで、34 チームが参加
して行われました。優勝者は次
のとおり。

大会結果

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 ～

楽しく指す！かたの将棋クラブ
　毎週日曜14時 30分～18時
30分、藤が尾ふれあい館。入会

仲間募集
～ 一緒に活動しませんか？ ～～ 一緒に活動しませんか？ ～

と 　き　6 月 30 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］6 月 13 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

 



　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、でき上がり次第お渡し
します。
と 　き　6 月 15 日（水）・16
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

　体力測定会の参加者を募集します。
と　き　6月 28日（火）
受 付時間　〈午前の部〉9時 15分～〈午後の部〉12時 15分～
ところ　ゆうゆうセンター 4階　多目的ホール
対　象　会員および市内在住の 60歳以上の人
定　員　先着 50人
参加費　無料
主　催　市老人クラブ連合会
※ 昨年参加した人は、体力測定手帳を持参してください。
［ 申 ･ 問］6 月 15 日（水）までに、市星連若手部の天野（℡  090・
6600・3538）

第4回　市星連・体力測定会
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