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おりひめちゃん
作：泉　麗香

人口と火災・救急
10 月末の市の人口（前月比）

人　口 77,892 人（±0）
男 37,579 人（-8）
女 40,313 人（+8）

世帯数 31,851 世帯（+8）

10 月の火災と救急
火災 3件 救急 283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。

　アプリで広報紙配信については、
2・3㌻をご覧ください。［問］情報
課（℡  892・0121）

2月号の「サークルボード」掲載申込締め切りは、12月28日（水）です

ハイキング

点字カレンダー
　ボランティア
グループ点訳「虹
の会」が、平成
29年版の点字カ
レンダーを作りました。希望
者に無料で進呈します。
［ 問］ボランティアセンター
（℡  894・3737）

包丁・ハサミ研ぎ
　切れなくなった家庭用包丁、ハ
サミを研ぎます。
と 　き　12月21日（水）・22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 300 円～
800 円

［問］代永（℡  892・8568）

第16回北河内成人のつどい
　障がいのある人たちのための成人式です。新成人の一言スピーチ
を、バンドの演奏やチアリーディングが盛り上げます。
と 　き　1月 14 日（土）〈1部〉10時～ 12時（守口支援学校、寝
屋川支援学校出身者）〈2部〉13時 30分～ 15時 30分（交野支
援学校、交野支援学校四條畷校出身者）
ところ　ゆうゆうセンター
対 　象　北河内地域在住で障がいがあり、28年度
に成人を迎える人
※ 新成人 1人につき、家族・関係者は 1人まで参加可能。
参加費　1,000 円
［ 申・問］12月15日（木）までに、（社福）讃良福祉会ワークセンター
小路（℡  820・6135、℻   820・6147）

笑いヨガ　ヒフミチャン
　12 月 1 日（木）・15 日（木）
13 時 30 分～ 15 時、交野会館
（郡津駅前）。各 500 円。新しい
ことを始めませんか。［問］岡田
（℡  080・2411・6105）

ありがとう笑いヨガクラブ交野
　12 月 3日（土）みんカフェ、
18 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）

晴れ着講習会（お正月・成人式）
　12月6日（火）武道館、7日（水）
幾野集会所、いずれも10時～
12時。18歳以上の女性対象。無
料。道具を使わない着付け。［問］
清水（℡  090・1963・8927）

交野産稲ワラでしめ縄リース！
　12月7日（水）10時～12時、
ゆうゆうセンター。大人か親子
対象。1,600 円。お正月用しめ
縄リース作り。要予約。［問］つ
くつくロピス箱の菊川（℡  090・
8520・3896）

倉治の仏たち・歴史ウオーク
　12月7日（水）10時～12時、
いきいきランド交野集合。200

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 ～

円（資料代）。案内は平田政信さ
ん。交野古文化同好会。参加自
由。［問］村田（℡  892・2326）

あしたへ！
　12 月 8 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）

視覚障害者の友愛サロン
　12月8日（木）10時 40分～
15時、ゆうゆうセンター。無料。
午前は防犯教室、午後はボラン
ティアグループ「HAND」との歌
体操。［問］山﨑（℡  891・9265）

サウンド会　社交ダンス交流会
　12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）

友☆悠　発達障がい児保護者会
　12 月 12 日（月）9 時 30 分
～ 11時 30分、サプリ村野（枚
方市村野西町 5 － 1）。100
円。雑談しながらいろいろな人
とお話ししませんか。［問］中野
（℡  891・9040）

心の病を抱えた家族の方々集合
　12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）

ランタンに灯りをともそう！
　12月 16日（金）10時～ 11
時 45分、ゆうゆうセンター。2
～ 5歳対象。1,500 円（会員は
1,200 円）。瓶で工作。［問］つく
つくロピス箱の菊川（℡  090・
8520・3896）

廃食油回収
　12 月 17 日（土）9 時 30 分
～ 10 時 30 分、市内 18 か所
（広報かたの4月号参照）。無料。
水・天かすなどが入らないよう
にし、時間内に持参。［問］代永
（℡  892・8568）

中高年「お一人様」おしゃべり会
　12月 17日（土）10時 30分、
ゆうゆうセンター。40 ～ 100
歳ぐらいの男女対象。500 円。
忘年会。要電話予約。［問］12
月 11 日までに山本（℡  080・
4913・8262）

ブレイクダンス踊りませんか？
　12月18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）

冬休み親子パン作り
　12月 24日（土）・25日（日）
いずれも 9時～ 12 時、ゆうゆ
うセンター。3,000 円（親子）。
親子でチャレンジ。［問］横山
（℡  090・3999・5973、18時
30分以降）

童謡を歌って元気アップ！
　12月 26日（月）13時～ 14
時 30分、いきいきランド交野。
1,000円。クリスマス曲や童謡、
青春歌をみんなで楽しく。［問］
小澤（℡  090・7103・4793）

獅子窟寺初詣
　1月 2日（休）10時～ 12時、

第 8回ラベンダー水彩画展
　12月 6日（火）～ 11日（日）
9時 30分～ 16時 30 分、青年
の家ロビー。11日は16時まで。
無料。水彩画約 40点展示。［問］
大崎（℡  892・3127）

交野洋画同好会　会員募集
　毎月第2日曜・第2火曜いず
れも 9 時 30 分～ 12 時、青年
の家。月1,000円。油絵、水彩画、
パステル画を楽しく描きましょ
う。［問］前田（℡  893・2237）

沖縄唄三線を楽しみませんか
　毎月第 1・3 木曜、第 2・4
金曜、いずれも 13 時～ 16 時
30 分、倉治ふれあい館。1 回
1,000 円。老若男女大歓迎。三
線の貸し出しあり。［問］平良
（℡  892・1971）

コール・ポコ（女声合唱団）
　毎週金曜9時50分～12時、
青年の家。女性対象。入会1,000
円。月 3,000 円。ポコならでは
の魅力満載。ぜひ見学に来てね。

仲間募集
～ 一緒に活動しませんか？ ～～ 一緒に活動しませんか？ ～

［問］田中（℡  892・1930）

謡曲－初心者向け練習会－募集
　毎月第 2・4 木曜 13 時 30
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。交野交謡会。
［問］冨田（℡  891・2526）

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
▷ 交野市民生委員児童委員協議
会OB会から、OB会解散に
よる残金 15万 4,000 円
▷ 交野市合唱祭実行委員会か
ら、1万円

粉河寺参拝（和歌山県）
　12月 24日（土）7時 10分、
河内磐船駅。2,600 円（保険代
など）。西国第三番札所。1年の
すす払い。一般向け6㌔。小雨決
行。［問］鶴園（℡  891・6002）

交野山、かいがけの道から
　1 月 14 日（土）9 時、河内
磐船駅前。200 円（保険代な
ど）。年の初めの山登り。一般向
け 11㌔。小雨決行。［問］鶴園
（℡  891・6002）

善意銀行♥ ♥

河内森駅前集合。200 円（資料
代）。天田の宮－国宝薬師如来
像。交野古文化同好会の初歩き。
参加自由。［問］村田（℡  892・
2326）

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 ～
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