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笑いヨガ　ヒフミチャン
　11月 3日（祝）・17日（木）
13時30分～15時、交野会館（郡
津駅前）。各500円。大笑いする
と心も体もポッカポカ。［問］岡
田（℡  080・2411・6105）

ありがとう笑いヨガクラブ交野
　11 月 5日（土）みんカフェ、
20 日（日）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）

心の病を抱えた家族の方々集合
　11月9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）

山の根の仏たち
　11月 15日（火）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）

第 5回ナラ枯れ研究会
　11月 16日（水）13時～ 17
時、大阪市立大学理学部附属植

物園。活動や調査の報告歓迎。
詳細はHP参照。交流会のみ実
費。［問］同園の田中（℡  891・
2059）

やさしい文化箏の体験会
　11 月 16 日（ 水 ）13 時 30
分、いきいきランド交野。無料。
手軽に弾ける和楽器です。一
緒に楽しみませんか。［問］吉田
（℡  090・7765・5936）

あしたへ！
　11月 17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）

家事と家計の勉強会
　11月17日（木）10時～12時、
ゆうゆうセンター。350円。託
児200円（1歳以上・軽食付き・
要予約）。0歳の赤ちゃんは会場
へ。［問］岩谷（℡  ・℻   810・0012）

11月つくつくはつくつく帽子！
　11 月 18 日（金）
10時～11時45分、
ゆうゆうセンター。
1～5歳対象。1,500
円（会員は 1,200 円）。オリジナ
ル帽子を作ってみよう。［問］菊
川（℡  090・8520・3896）

ブレイクダンス踊りませんか？
　11 月 19 日（土）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）

市民セミナー・見学会
　11月 19日（土）、
ホーム明星。無料。
13 時 30 分から講
演「65 歳からの健
康オリンピック」（口腔編）、14
時 30 分から見学。［問］重村
（℡  894・1798）

中高年「お一人様」おしゃべり会
　11 月 22 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。男
女ともに大歓迎。12 月のみ事
前予約制。［問］山本（℡  080・
4248・1531）

交野古文化同好会の勉強会
　11月 26日（土）10時～ 12
時、青年の家学びの館。200 円
（資料代）。講師は岡本三千代さ
ん「万葉集に親しむ」。参加自由。
［問］村田（℡  892・2326）

サウンド会　社交ダンス交流会
　11 月 27 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）

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 ～

ぽらりすひろば
サポーター養成講座

　〝子育てひろば〟での見守りや、お話
し相手のボランティアスタッフにな
りませんか。
と 　き　11月 18日（金）・25日（金）
いずれも 9時 30分～ 12時
ところ　幾野会館（幾野3－28－20）
参加費　無料
主 　催　ポラリス（交野市子ども家庭
サポーターの会）

［ 申・問］九門（℡  090・6976・2948）

聴導犬と共に生きる ～安藤美紀さん講演会～

　聞こえない人の暮らし、聴導犬の仕事、聴導犬との生活
についてのお話しで、講演後、聴導犬を囲んで写真撮影会
を行います。興味・関心がある人はお越しください。
と　き　12月 17日（土）10時～ 12時
ところ　ゆうゆうセンター 3階　展示活用室
講　師　NPO法人MAMIE　安藤美紀さん
参加費　無料
申し込み　当日直接会場
※ 手話通訳者・要約筆記者の配置、副音声ガイ
ドが利用できます。
［ 問］障害者相談支援センターかたの（℡  ・℻   893・7006）
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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
9 月末の市の人口（前月比）

人　口 77,892 人（+9）
男 37,587 人（+2）
女 40,305 人（+7）

世帯数 31,843 世帯（+35）

9 月の火災と救急
火災 1件 救急 254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〟にぎわいフェスタにつ
いては 2・3㌻をご覧ください。［問］
みんなの活力課（℡  892・0121）

1月号の「サークルボード」掲載申込締め切りは、11月30日（水）です

憲法とくらしを考える会カフェ
　11月27日（日）14時～16時、
ゆうゆうセンター。500円。賀
数さんのお話「憲法から見た沖
縄」。［問］松村（℡  892・4938）

童謡を歌って元気アップ！
　11月 28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）

交野女子学院（少年院）見学会
　11月 30日（水）10時～ 11
時 30分、交野女子学院。20歳
以上対象。無料。前日までに要
電話予約。［問］同院庶務課の小
川（℡  891・1132、平日 10時
～ 16時）

障害児（者）親の会バザー
　11月 30日（水）10時～ 12
時、ゆうゆうセンター。入場無
料。ご来場お願いします。［問］
須井（℡  892・8815）

交野の歴史を知ろう・星田散策
　12月 4日（日）10時 30分、
支援センターみのり出発。無料。
要予約。心の病と共に生きる市
民の会 TEAM。［問］支援セン
ターみのり（℡  893・9511）

ウクライナの話あれこれ！
　12 月 4 日（ 日 ）13 時 30
分、交野会館（郡津駅前）。500
円（茶菓子付き）。定員先着 40

四季の会　ミニコンサート
　11 月 9 日（水）11 時～ 12
時、青年の家。無料。団員の歌と
講師の演奏。みんなで一緒に歌
いましょう。［問］早川（℡  090・
4905・8844）

妙見東第 6回わたしの作品展
　11月 19日（土）・20日（日）
10時～ 16時、妙見東自治セン
ター。20日は15時まで。無料。
絵画、陶芸、書道、手芸品などを
展示。［問］堀（℡  090・6903・
8383）

交野ギター・マンドリン演奏会
　11月20日（日）14時〈開演〉、

第 19回交野市長杯G・G大会
　6月3日（金）私部公園グラウ
ンドで、180人が参加してグラウ
ンド・ゴルフの大会が行われまし
た。優勝者は次のとおり。敬称略。
▷男子の部　中田章
▷女子の部　佐々木良枝

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 ～

人。日本在住ウクライナ人のお
話。［問］交野市国際交流協会
（℡  894・1113）

ハンドマッサージ＆お茶会
　12月6日（火）10時～12時、
ゆうゆうセンター。育児中の人
対象。500 円。15 人まで保育
付き。［問］11 月 21 日 10 時
～ 25 日までに kid's さぽーと
（℡  090・9865・7724）

クリスマス　ダンスパーティー
　12 月 11 日（日）
18時～20時45分、
ゆうゆうセンター。
700 円。社交ダンス
のパーティーです。要申し込み。
［問］あいあいサークルの中元
（℡  090・1672・3233）

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、8,000 円
▷  NISI 歌謡教室から、カラオケ
グランプリ大会収益金一部と
チャリティー募金3万1,001円

善意銀行♥ ♥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 ～

星の里いわふね。無料。老若男
女、誰もが楽しめる演奏会です。
［問］関本（℡  892・1933）

交野女声合唱団22回定期演奏会
　11 月 27 日（日）14 時〈開
演〉、門真市民文化会館ルミエー
ルホール。無料。見て聴いて楽
しめます。ぜひご来場ください。
［問］槙（℡  892・6430）

リコーダー 15周年定期演奏会
　12月18日（日）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。要整理券。
［問］ヴォーチェ・アンジェラ
の藤田（℡  090・2595・3507）

交野市剣道連盟会員募集
　場所は旭小、郡津小、岩船小、
倉治小、妙見坂小、武道館。日時、
入会・月会費は事務局。交野市
剣道連盟 HPもご覧ください。
［問］石倉（℡  892・0219）

インディアカ会員募集
　毎週金曜9時45分～12時、
いきいきランド交野など。月
1,000 円。老若男女 OK。一緒

仲間募集
～ 一緒に活動しませんか？ ～～ 一緒に活動しませんか？ ～

に運動しませんか。［問］クロリ
ティの船岡（℡  892・6055）

俳句に挑戦しませんか
　毎月第1日曜13時～16時、
青年の家。市内在住・在勤者対
象。月 1,000 円。交野俳句会の
会員募集。［問］森井（℡  892・
0226）

社交ダンス同好会の案内
　毎週土曜13時～16時 30分、
星田出張所。入会2,500円。月〈初
級〉3,000円〈中級〉4,000円。男
女2人の指導と楽しいレッスン。
見学自由。［問］伴（℡  380・7226）

楽しい大正琴！初心者大歓迎！
　月 2回火曜 9時 30分・青年
の家、10 時 30 分・交野会館。
月3,000円。数字の楽譜で簡単。
童謡や昭和の流行歌など。［問］
小澤（℡  090・7103・4793）

京都東山すその歩き出町柳から
　11月 26日（土）7時 45分、
交野市駅。1,000 円（保険代な
ど）。京都の紅葉を見ながら歩
きます。一般向け 11㌔。小雨決

ハイキング

行。［問］鶴園（℡  891・6002）

生駒山上から信貴山へ
　12月 10日（土）7時 50分、
河内磐船駅。2,600 円（保険代
など）。生駒の尾根歩きです。一
般向け 13㌔。小雨決行。［問］鶴
園（℡  891・6002）

　元プロ野球選手の山崎慎太郎さん・亀山努さん・野
田浩司さんが参加予定です。
と　き　11月 19日（土）9時 30分～
ところ　いきいきランド交野　グラウンド
対　象　小学生以下
［問］交野市スポーツ少年団野球部会の長町（℡  090・1710・5755）

参加費参加費
無料無料

プロ野球 OB 選手　少年野球教室

第11回 木漏れ日市開催！

　森の中のこだわり手作り市で
す。
と 　き　11月 26日（土）10時～
16時〈雨天決行・荒天中止〉
と ころ　妙見工房（星田 9丁目）周
辺
内 　容　陶器、ガラ
ス、木工、布小物、
手作り雑貨、軽食、
コーヒーなど
※ 詳しくはホームページ（http://
www.facebook.com/komorebiic
hi）をご覧ください。
［ 問］森岡（℡  888・7210）

保育付きママのリフレッシュ体操保育付きママのリフレッシュ体操

と　き　11月22日（火）10時～12時〈受け付けは9時45分～〉
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（要予約）
［ 申・問］11 月 7日（月）10時から、ファミリー・サポート・
センター（℡  893・0757）

寄せ植え教室

と　き　11月 19日（土）10時～ 12時
ところ　星田北温室（乙辺浄化センター隣）
※駐車場はありません。
定　員　先着 25人（前年の参加者はご遠慮ください）
参加費　無料
主　催　花と緑の会いぶき
［ 申・問］同会の手島（℡  080・5365・3871、℻   893・3871）

(39)28.11.01 28.11.01 (38)


	cir1
	cir2.pdf

