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視覚障害者の友愛サロン
　8月 4日（木）10時 40分～
15時、ゆうゆうセンター。無料。
目の不自由な人の集まりです。
〈午前〉懇談会、〈午後〉落語。［問］
山﨑（℡  891・9265）

笑いヨガひふみチャン
　8 月 4 日（木）・18 日（木）
13 時 30 分～ 15 時、交野会館
（郡津駅前）。各500円。暑い夏、
大笑いして心身さわやかに、気
持ちいい。［問］岡田（℡  080・
2411・6105）

はなきんくらぶ
　8 月 5 日（金）、26 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）

段ボールで戦国武将カブト！
　8 月 6 日（土）
10時～ 12時、ゆ
うゆうセンター。
600 円。未 就 学
児は保護者同伴。武将のカブト
を作る。［問］おりひめ大学れき
し学科の菊川（℡  090・8520・
3896）

中高年「お一人様」おしゃべり会
　8月 16 日（火）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）

廃食油回収
　8月 20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。
使用済みの油、期限切れの油の
回収です。［問］代永（℡  892・
8568）

ブレイクダンス踊りませんか？
　8月 20日（土）
10時～ 12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）

ありがとう笑いヨガクラブ交野
　8 月 21 日（日）13 時 30 分
～ 15 時、ゆうゆうセンター。
500 円。笑って心と体が元気
になる。簡単、誰でも参加可
能。［問］藤谷（℡  090・3038・
5085）

子どもたちの夏休み介護体験
　8月26日（金）14時～15時、
天の川明星（藤が尾）。小・中学

生対象（小学校低学年は保護者
同伴）。無料。楽しく学ぶ車いす
体験など。［問］松葉（℡  891・
4974）

サウンド会　社交ダンス交流会
　8月28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）

ママのリフレッシュデー・ヨガ
　9 月 1 日（木）
10時～ 12時、ゆ
うゆうセンター。
育児中の人対象。
15 人まで保育付き。500 円。
［問］8 月 16 日 10 時～ 19 日
までに kid's さぽーと（℡  090・
9865・7724）

茨田堤周辺探訪
　9 月 10 日（土）9 時 ～ 12
時、交野市駅改札前集合。200
円（資料代）。伝茨田堤、門真市
立歴史資料館。交野古文化同好
会の歴史ウオーク。［問］村田
（℡  892・2326）

第 35回交野オープン卓球大会
　9 月 17 日（土）9 時 ～ 17
時、いきいきランド交野。1組
2,000 円。種目は年齢別の混合
W、男女別W。［問］8 月 6日ま
でに讃岐谷（℡  ・℻   892・8723）

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 ～

　今年で、カナダ・コリングウッドと
の姉妹都市提携が 35周年となること
を記念し、コリングウッドからゲスト
を招いて交流を行います。ゲストの滞
在中にお世話をしてくれる家庭を募
集します。
と　き　11月 4日（金）～ 9日（水）〈6日間〉
内 　容　記念式典やパーティーへの参加、交野市文
化祭見学の案内、所定場所への送迎など

［ 申・問］8 月 1 日（月）～ 31 日（水）までに、
NPO法人交野市国際交流協会（℡  894・1113）

ホストファミリー募集

と　き　10月 13日（木）
ところ　交野カントリークラブ
対 　象　市内在住で 60歳以上
の人

定　員　先着 120人
参 加費　市星連会員 1万 4,500 円、非会員
1万 5,500 円（キャディフィ・賞品代・
会食代込み）

［ 申・問］8 月 31 日（水）までに、市星連
若手部の天野（℡  090・6600・3538）

市星連・ゴルフ大会参加者募集
第5回
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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
6 月末の市の人口（前月比）

人　口 77,864 人（+4）
男 37,585 人（-8）
女 40,279 人（+12）

世帯数 31,770 世帯（+22）

6 月の火災と救急
火災 1件 救急 258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。

かたの写真同好会・夏の写真展
　8月 23日（火）～ 28日（日）

謡曲－初心者向け練習会－募集
　毎月第 2・4 木曜 13 時 30

くろんど池
　8月 27日（土）9時、河内磐
船駅前。200円（保険代）。徒歩
で私市駅－くろんど池－河内
森駅。一般向け 10㌔。［問］鶴園

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。
▷ ㈱栄くずはガスリビングから
7,600 円
▷ ㈱ビューティサロンモリワキ
から 10万円
▷ 南星台の平卓さんから紙おむ
つ 4箱

第 38回交野市長杯卓球大会
　6月12日（日）い
きいきランド交野
で、延べ 241人が
参加して行われま
した。上位の成績は次のとおり。
▷一般男子ダブルス
①川崎俊彦・日浦芳和
②野間田徹・石田兼二
▷一般女子ダブルス
①山口光江・南崎梨恵
②山本イツ子・山本幾代
▷一般男子シングルス
①岡野光和②市川忠

〝サークルボード〟の掲載基準が変わります
　9月号掲載分から、掲載可能な団体や内容、団体登録票が変わります。変更の概要については、次のと
おりです（変更となった内容は網掛け部分）。現在、登録できない団体についても登録が可能となる場合
がありますので、詳しくは情報課窓口か、市ホームページをご覧ください。登録受け付け中です。
問い合わせ　情報課 広報担当（℡  892・0121）

◆掲載可能な団体
A＝ 交野市ボランティアセンターに登録してい
るボランティア団体

B＝ 市内に所在地のある公立校（園）・社会福祉
法人・NPO法人・自治会・区

C＝情報課に登録をした団体（A・B以外の団体）
〈掲載可能な団体Cで登録できる団体〉
　市内で活動・運営するサークルや団体の運営
を行う人（以下運営者）が 5人以上で、運営者お
よび会員の過半数が市内在住・在勤・在学であり、
①先生・指導者がいない②会費（入会金・月会費・
年会費）無料のいずれかである団体。もしくは、
③先生・指導者がいる団体で、次のいずれかに該
当する団体。
▷ 先生・指導者が運営する団体であっても、会費・
参加費は必要経費（部屋代・保険代など）のみ

にあてている
▷ 会員が運営し、会費の中から先生・指導者に一
定の謝礼を支払っている（個人名ごとに支払い
を行っていない）
◆掲載できない内容
▷ 講演者（講師）が主催し、講演料を徴収する講
演会などは掲載不可。
※ 団体が主催し、依頼した講師に団体の会費から
講演料を支払うものは掲載可。
▷ 先生・指導者自身が運営し、月謝や授業料など
の謝礼を得るものは掲載不可。
◆登録期間
　登録期間は 3年間（年度で切り替え、28年度
に登録すれば 30年度まで有効）。ただし、登録内
容に変更が生じた場合は速やかに届け出てくだ
さい。

▷一般女子シングルス
①山本幾代②南崎梨恵
▷ジュニア男子シングルス1年
①山崎葵②牧歩空
▷ジュニア男子シングルス2年
①山本敬之②道廣瞭太
▷ジュニア男子シングルス3年
①山崎泰一②福田敦之
▷ジュニア女子シングルス1年
①白川香乃②小嶺桜華
▷ジュニア女子シングルス2年
①上甲理桜②櫻井月乃
▷ジュニア女子シングルス3年
①矢尾まいの②谷崎結由妃

第 33回明星文化祭
　10月 15日（土）・16日（日）
10 時～ 16 時、ホーム明星。無
料。バザー用品（未使用）の提
供をお願いします。［問］浜崎
（℡  891・2029）

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 ～

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。
と 　き　8月 17 日（水）・18
日（木）10時～ 14時〈受付〉
ところ　市役所別館前
料 　金　品物により 300 円
～ 800 円
［問］代永（℡  892・8568）

　5月 22 日（日）いきいきランド交野で、250
人が参加して行われました。優勝者は次の通り。
▷ 個人・形　〈幼年混合〉若松咲翔〈小 1男〉平
野恵汰〈小 2男〉橋崎颯良〈小 1・2女〉面高七
海〈小 3男〉谷岡永惟〈小 4男〉織田晴仁〈小 3・4女〉安岡
珠里〈小 5男〉平野翔梧〈小 6男〉高橋煌志〈小 5・6女〉田
中育〈中学男〉長田宝大〈中学女〉駒澤雪実〈段外混合〉長田
将一郎〈高・一般男〉赤木大翔

▷ 個人・組手　〈小 1男〉角田遼〈小 2男〉橋崎颯良〈小 1・2女〉
面高七海〈小 3男〉掛水将真〈小 4男〉末井大智〈小 3・4女〉
安岡珠里〈小 5男〉池田哲平〈小 6男〉高橋煌志〈小 5・6女〉
田中育〈中 1男〉安本流輝〈中 2・3男〉笹本稜也〈中学女〉
池田瑚遥〈段外男〉長田将一郎〈一般男〉釜崎真佳
▷ 団体・形　〈小（低）混合〉糸東会拳志会〈小（中）混合〉協会
青山H〈小（高）混合〉協会交野B〈中学混合〉協会青山A

▷ 団体・組手　〈小（低）男〉協会交野A〈小（低）女〉協会青
山A〈小（中）男〉協会青山B〈小（中）女〉協会青山A〈小（高）
男〉協会青山A〈中学男〉協会青山〈中学女〉協会交野

交野市空手道選手権大会

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 ～

10 月号の「サークルボード」掲載申込締め切りは、8月 31日（水）です

9 時～ 16時 30分、青年の家ロ
ビー。28日は16時まで。無料。
会員募集中。［問］井口（℡  891・
3219）

七夕コンサート
　9月 11日（日）
14 時〈開演〉、ゆ
うゆうセンター。
1,000 円（お茶代
含む）。ピアノの魔術師と仲間
たち。クラシックからジャズま
で。［問］小島（℡  892・8144）

交野フィル第 18回定期演奏会
　9月 19日（祝）14時〈開演〉、
枚方市市民会館。未就学児不
可。前売り 800 円、当日 1,000
円。小中高校生無料。詳細は団
体HP参照。［問］木下（℡  891・
7264）

仲間募集
～ 一緒に活動しませんか？ ～～ 一緒に活動しませんか？ ～

分～ 16 時 30 分、武道館。月
500 円。古典芸能に親しみ、
声を出して健康に。主催は交
野交謡会。［問］冨田（℡  891・
2526）

ハイキング

大会結果

（℡  891・6002）

近江神宮から浜大津
　9月 10 日（土）
7 時 45 分、交野
市駅。2,000円（保
険代・交通費）。
ようやく夏が過ぎました。一般
向け 9㌔。［問］鶴園（℡  891・
6002）

善意銀行♥ ♥
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