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笑いヨガひふみチャン
　9 月 1 日（木）・15 日（木）
13 時 30 分～ 15 時、交野会館
（郡津駅前）。各 500 円。笑う門
には福来たる。笑って心も体も
すっきり。［問］岡田（℡  080・
2411・6105）

ありがとう笑いヨガクラブ交野
　9月 3日（土）み
んカフェ、17 日
（土）ゆうゆうセン
ター、いずれも 13
時 30 分～ 15 時。各 500 円。
笑って心も体も元気。参加自
由。［問］藤谷（℡  090・3038・
5085）

視覚障害者の友愛サロン
　9 月 8 日（木）10 時 40 分
～ 15時、ゆうゆうセンター。無
料。13時～ 14時 20分は朗読
グループ「あい」による朗読会。
［問］山﨑（℡  891・9265）

「さぁ のはらへいこう」上映会
　9 月 10 日（土）12 時 30 分
～ 16 時 30 分、星の里いわふ
ね。2,500 円（中学生以下無
料）。青空自主保育上映会と講
演会。野外託児あり。［問］岩渕

（℡  090・7484・9295）

サウンド会　社交ダンス交流会
　9月 10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）

初心者も歓迎！大正琴を弾こう
　9月12日（月）13時～14時、
いきいきランド交野。500 円。
数字の楽譜で簡単。貸琴もあり。
要電話予約。［問］小澤（℡  090・
7103・4793）

心の病を抱えた家族の方々集合
　9 月 14 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。
心の病で悩んでいる家族の人た
ち、参加を。［問］雲川（℡  891・
0884）

あしたへ！
　9 月 15 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）

中高年「お一人様」おしゃべり会
　9月 17 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）

憲法とくらしを考える会カフェ
　9月 17 日（土）14 時、ゆう
ゆうセンター。500 円。弁護士
の笠松健一さんと学ぶ、新たな
「改憲草案」。［問］松村（℡  892・
4938）

歴史ウオーク・妙見山麓の仏
　9 月 21 日（水）10 時～ 12
時、河内森駅前集合。200円（資
料代）。案内は平田政信さん。交
野古文化同好会の歴史ウオー
ク。参加自由。［問］村田（℡  892・
2326）

はなきんくらぶ
　9月 23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）

交野古文化同好会の勉強会
　9月24日（土）10時～12時、
青年の家学びの館。200 円（資
料代）。講師は寺田政信さん「持
統天皇の時代」。参加自由。［問］
村田（℡  892・2326）

ブレイクダンス踊りませんか？
　9 月 25 日（日）交野会館。
10時～ 11時〈3～ 5歳対象〉、
11 時 ～ 12 時〈6 ～ 12 歳 対
象〉。500 円。定員各 10 人。要
事前予約。［問］大塚（℡  090・
3657・0767）

童謡を歌って元気アップ！
　9 月 26 日（月）13 時～ 14
時 30分、いきいきランド交野。
1,000 円。楽譜が読めなくても
大丈夫。みんなで楽しく。［問］
小澤（℡  090・7103・4793）

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 ～

いらない人から
必要な人へ！

フリーマーケット出店者募集

　家庭で不用になった物をゴミにしないで、
活用しませんか。
と　き　10月 23日（日）10時～ 15時
※雨天の場合は、30日（日）に順延
ところ　いきいきランド交野　ミルキーウェイ
参加費　1ブース 1,500 円
主　催　交野市女性団体連絡協議会
申 し込み　往復はがきに①住所②名前③電話
番号④主な出品物を記入し、9月 20日（火）〈必着〉までに、
〒 576－ 0052　私部 2－ 29－ 1　社会教育課
問い合わせ　山本（℡  891・6833）か、木内（℡  891・4025）
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おりひめちゃん
作：泉　麗香

人口と火災・救急
7 月末の市の人口（前月比）

人　口 77,835 人（-29）
男 37,567 人（-18）
女 40,268 人（-11）

世帯数 31,769 世帯（-1）

7 月の火災と救急
火災 2件 救急 302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。

　秋の全国交通安全運動について
は、18㌻をご覧ください。［問］地
域安心課（℡  892・0121）

交野デジカメ同好会秋の写真展
　9 月 20 日（火）
～ 25日（日）9時
30 分～ 17 時、青
年の家ロビー。無
料。秋の展示会は、個性が生き

二水会（水彩画）会員募集
　毎月第 2・4
水曜午前中、青
年 の 家。会 費
6,000円（半年）。
坂本勝さん指導の水彩画同好
会。初心者大歓迎。気軽に入会
を。［問］草薙（℡  090・8530・
0658）

ソフトバレーボール会員募集
　第 1・2土曜、第 4日曜 9時

水無瀬神宮から天王山（270㍍）
　9 月 24 日（土）7 時 45 分、
交野市駅。1,800 円（保険代・
交通費）。前回が雨だったため
再び。一般向け 9㌔。［問］鶴園
（℡  891・6002）

大仏鉄道跡　加茂から奈良へ
　10月 22日（土）
7時 55分、河内磐
船駅。1,600円（保
険代・交通費）。小
雨決行。降水確率 60％以上で
中止。一般向け 12㌔。［問］鶴園
（℡  891・6002） 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
7,800 円
▷ 私部西の星野孝文さんから 9
万円
▷ 妙見坂の堀内護さんから 1
万 593 円
▷ みどりの風星田コーラスから
1万円

交野市長杯ソフトテニス大会
　7月 10日（日）私部公園テニ
スコートで、35 チームが参加
して行われました。優勝者は次
のとおり。敬称略。
▷中学生男子
　江角尚・吉田圭吾
▷中学生女子
　山﨑葵・大野梨緒
▷一般
　松鵜修作・武富喜代志

第 29回交野市体育協会長杯
　7月 18日（祝）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

［問］新居（℡  891・3216）

嵯峨野「交野句会」初心者募集
　毎月第4木曜13時～16時、
交野会館（郡津駅前）。月 400
円。俳句の正しい基礎と句会を
初歩から学べます。［問］島本
（℡  840・6197）

アンサンブルポピー
　毎週木曜 10 時～ 12 時、青
年の家。女性対象。入会 1,000
円。月 3,000 円。童謡・唱歌・
合唱曲などを楽しく歌っていま
す。［問］多田（℡  892・9611）

「コスモス」バレーボール部員募集
　毎週土曜 13 時
30 分～ 17 時、私
市小学校。既婚者
か、30 歳以上の
女性対象。月 1,500 円。未経験
者もやってみよう。子ども連れ
OK。［問］冨山（℡  891・2813）

ドレミふぁ！リトミック
　毎月第 2・4火曜 10時～ 10
時 50 分、ゆうゆうセンター。
1 歳半～ 3 歳対象。月 1,500
円。親子の温もりを大切に、笑
顔と喜びを育てる。［問］角田
（℡  090・5127・6952）

着物着付教室
　第 1 ～ 3 週火曜〈武道館〉・
水曜〈幾野集会所〉、いずれも
10 時～ 12 時。18 歳以上の
女性対象。月 1,500 円。道具を
使わない着付けです。［問］清水
（℡  892・8272）

した。上位の成績は次のとおり。
敬称略。
▷ 1位　星田バイオレット
　藤本美知・佐古絵美・安藤と
み子・今泉由紀
▷ 2位　ZERO
　東博子・古久保智子・三津木
千賀子・光岡裕紀子・栗田佳香

子供ピンポン大会
　7月18日（祝）
いきいきランド
交野で、25人が
参加して行われ
ました。上位の成績は次のとお
り。敬称略。
▷低学年
　優勝＝高橋快斗
　準優勝＝松原仁誠
　3位＝小池風香、松岡優明
▷高学年
　優勝＝牧歩空
　準優勝＝谷崎路心
　3位＝黒田美月、桜井友理

大会結果

～ 12 時、市内小学校体育館。
月 500 円。スポーツを始めた
い人必見。［問］𠮷井（℡  090・
1020・8499）

玉手箱で楽しく活動しませんか
　毎月第 3 木
曜 10 時～ 16
時、ボランティ
アセンター。
年 1,000 円。地域・施設で玩
具作りや特技を披露しません
か。［問］ボランティアセンター
（℡  894・3737）

親子リトミックぴょんぐりら
　第 2・4 金曜① 9時 45 分～
10 時 45 分 ② 10 時 45 分 ～
11 時 45 分、青年の家。① 2歳
～② 0 ～ 2 歳対象。1 回 500
円。体操、音楽を楽しむ。［問］坂
本（℡  090・9091・5621）

太極拳　会員募集　初心者歓迎
　毎月 3回火曜 10 時、さくら
丘自治会館（天野が原）。毎月
4回金曜 13 時、ゆうゆうセン
ター。入会 1,000 円。月 2,000
円。種目は楊式、簡化など。［問］
荒木（℡  090・9162・9057）

楽しく脳トレ♪らくらくピアノ
　月 2 回木曜 10 時～ 11 時
30分、ゆうゆうセンター。1回
1,000 円。みなさん一緒に、指
と頭の体操をしましょう。［問］
佐武（℡  090・3925・9773）

交野壮年童謡愛唱会
　月3回火曜、10時～ 12時（2
回）、13 時～ 15 時（1 回）、青
年の家。入会2,000円。月1,500
円。先生の話術も楽しめます。
［問］土居（℡  893・1489）

交野ラージボール卓球クラブ
　月・木曜 13 時～ 17 時、い
きいきランド交野。市内在住
で 65 歳以上の男女対象。入会
500 円。1 回 300 円。初心者
募集中。木曜練習可能な人歓迎。

第7回きさいべふれあいまつり
　10 月 2 日（日）10 時、市役
所駐車場。入場無料。和太鼓、
模擬店など多数。8 地区合同
のお祭り。［問］幾野区長の池川
（℡  892・3854）

ボーイスカウト交野第2団フェスタ
　10月 2日（日）
11 時 ～ 13 時、
星田公園。無料。
年長～小学校 3
年生の男女を対象に、当日 1日
体験あり。［問］交野第 2団の丸
谷（℡  892・8709）

体操で歪みをリセット
　10月 13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］9 月 26 日 10 時
～ 30 日までに、kid's さぽー
と（℡  090・9865・7724）

うそっホント！海外ボラ体験談
　10 月 23 日（ 日 ）13 時 30
分～ 15時、ゆうゆうセンター。
無料。JICA シニアおよび青
年海外協力隊の話。［問］長谷川
（℡  090・9868・7486）

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 ～

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 ～

仲間募集
～ 一緒に活動しませんか？ ～～ 一緒に活動しませんか？ ～

善意銀行♥ ♥

る自由テーマです。［問］小嶋
（℡  892・1607）

第 14回星のパレット水彩画展
　9 月 27 日（火）～ 10 月 2
日（日）10 時～ 16 時 30 分、
青年の家ロビー。2日は 16 時
まで。無料。花を描いた作品を
中心に 50 点の水彩画を展示。
［問］手島（℡  893・4598）

ハイキング

寄附をいただきました

　7月 15日（金）星田山手の
喜多嶋豊次さんから、救急活
動に役立ててほしいと 16万
1,362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、適切に使用し
ます。

11月号の「サークルボード」掲載申込締め切りは、9月30日（金）です
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