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笑いヨガ　ヒフミチャン
　2 月 2 日（木）・
16 日（ 木 ）13 時
30 分～ 15 時、交
野会館（郡津駅前）。
各 500 円。簡単ですよ。笑って
心も体も温めましょう。［問］岡
田（℡  080・2411・6105）

はなきんくらぶ
　2 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。［問］浜崎（℡  894・1798）

心の病を抱えた家族の方々集合
　2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。心の病
で悩んでいる家族の人たち、参
加を。［問］雲川（℡  891・0884）

友☆悠　発達障がい児保護者会
　2月 13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）

あしたへ！
　2 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）

2 月のつくつくは指人形作り
　2 月 17 日（金）10 時～ 11
時 45分、ゆうゆうセンター。2
歳ぐらいから対象。1,500 円
（会員は 1,200 円）。物語の世
界を楽しむ。［問］菊川（℡  090・
8520・3896）

家庭で使い終わった油の回収
　2月 18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）

れきし学科・京八幡を巡る旅
　2 月 18 日（土）9 時 30 分、
交野市駅改札前〈15 時まで〉。
500円（昼食代・交通費別）。石
清水八幡宮など。［問］おりひめ
大学れきし学科の菊川（℡  090・
8520・3896）

世界の料理持ち寄りパーティー
　2月 18日（土）11時〈受付〉
～ 14時、ゆうゆうセンター。無
料（持ち寄りなしは 1,000 円）。
持ち寄りで世界の料理を体験。
要予約。［問］長谷川（℡  090・
9868・7486）

ありがとう笑いヨガクラブ交野
　2 月 18 日（土）13 時 30 分
～ 15 時、ゆうゆうセンター。
500 円。みんなで笑って心も体

も元気。誰でも参加可能。［問］
藤谷（℡  090・3038・5085）

聴覚障がい者ピアサロン
　2月 21日（火）13時 30分、
ゆうゆうセンター。無料。新し
い手話を覚えましょう。［問］障
害者相談支援センターかたの
（℡  ・℻   893・7006）

ブレイクダンス踊りませんか？
　2月 25 日（土）交野会館。9
時～ 10 時〈3 ～ 5 歳対象〉、
10時～11時〈6～12歳対象〉。
500 円。要事前予約。［問］大塚
（℡  090・3657・0767）

古文化同好会の勉強会
　2 月 25 日（土）10 時～ 12
時、青年の家学びの館。200 円
（資料代）。講師は五鬼助義之さ
ん「大峯奥駈道を守る」。参加自
由。［問］村田（℡  892・2326）

第 26回交野母親大会
　2月 25日（土）13時 30分、
ゆうゆうセンター。200 円（協
力券代）。映画「ザ・思いやり」
で税金について考える。［問］久
保（℡  892・3329）

ウメの観察会
　2月 25 日（土）
13 時 30 分～ 15
時、大阪市立大
学理学部附属植
物園。入園料 350 円（中学生以
下無料）。詳細はHP。［問］同園
（℡  891・2059）

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

　切れなくなった家庭用包
丁、ハサミを研ぎます。
と 　き　2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 300 円
～ 800 円

［問］代永（℡  892・8568）

きさいち1
イ ロ ハ

68「Kid's garden」

と　き　3月 25日（土）10時～
ところ　私市駅前広場
内 　容　子ども服・おもちゃなどのフリー
マーケット、キッズマーケット（子どもが
店長の店舗）、パン・焼き菓子などの販売

※ 幼・小・中学生の制服・体操服などのリユースコーナーを
設けます。不要なものを当日、受付まで持参してください〈1
家族に 1枚、イベント会場で使える割引券をプレゼント〉。

［問］真鍋（℡  090・1714・4972）
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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
12 月末の市の人口（前月比）

人　口 77,876 人（+3）
男 37,578 人（-4）
女 40,298 人（+7）

世帯数 31,882 世帯（+18）

12 月の火災と救急
火災 0件 救急 310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。

　消費生活センターについては、2・
3㌻をご覧ください。［問］交野市消
費生活センター（℡  891・5003）

4月号の「サークルボード」掲載申込締め切りは、2月28日（火）です

第 24回二水会水彩画展
　2月 7日（火）～ 12 日（日）
9時 30分～ 16時 30 分、青年
の家ロビー。12日は16時まで。
無料。水彩画約 45点展示。［問］
草薙（℡  891・8782）

植物園写真展
　2 月 7 日（火）
～ 19 日（ 日 ）9
時 30 分～ 16 時
30 分、大阪市立
大学理学部附属植物園。入園料
350 円（中学生以下無料）。2
月 3 日まで作品募集。詳細は
HP。［問］同園（℡  891・2059）

如月展
　2月 21日（火）～ 26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 点展示します。ご覧くだ

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 ～

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
▷ 幾野の中浦八重子さんから、
3万円
▷ 交野市民生委員児童委員協議
会から、健康福祉フェスティ
バルみたらし団子販売の収益
として 1万 772 円
▷  JA北河内女性会交野地区か
ら、バザー売り上げの一部と
して 1万円
▷ 千成ヤクルト販売㈱から、ヤ
クルトラーメン 150食

善意銀行♥ ♥
交野ステンドグラス会員募集
　毎月第 1・3 木・金曜 9 時
30分～ 16時 30分、青年の家。
入会 5,000 円。月 1,000 円。一
緒にガラス作品を作りません
か。［問］山下（℡  892・3517）

交野市書道同好会・初心者向け
　毎月第 2・4火曜（9時 30分、
13 時 30 分）・水曜（13 時 30
分、18 時）、青年の家。各 2時
間。初心者対象。入会2,000 円。
月 2,800 円。［問］生田（℡  891・
0138）

交野学生書道会
　毎月第 1・2・3 水曜（13 時
～16時 30分）・土曜（9時 30
分～12時）、青年の家。小学校1
～6年生対象。月1,800円。毛筆・
硬筆。［問］生田（℡  891・0138）

社交ダンス会員募集
　毎週月曜 10 時～ 11 時 30
分、交野会館。入会 1,000 円。
月 3,000 円。丁寧な指導と楽し
いレッスン。見学自由。［問］島
田（℡  090・2108・9638）

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 1,000 円（高校生以下・女
性 500 円）。月 800 円（高校生

仲間募集
～ 一緒に活動しませんか？ ～～ 一緒に活動しませんか？ ～

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 ～

東お多福山、阪急芦屋川駅へ
　2 月 25 日（土）7 時 45 分、
河内磐船駅。2,000 円（保険代
など）。有名な山です。一般向け
8㌔。降水確率 60％以上で中
止。［問］鶴園（℡  891・6002）

天王寺から大阪城へ
　3月11日（土）7時50分、河

ハイキング

サウンド会　社交ダンス交流会
　2 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）

童謡を歌って元気アップ！
　2 月 27 日（月）13 時～ 14
時 30分、いきいきランド交野。
1,000 円。みんなで懐かしい曲
を歌って楽しみましょう。［問］
小澤（℡  090・7103・4793）

講演会「地域の絆と支え合い」
　3月 4日（土）14時～ 16時
30分、ゆうゆうセンター。500
円。講師は勝部麗子さん（豊中
市社協）。予約不要。［問］交野市
介護支援専門員協会（℡  893・
1520）

市民卓球「お楽しみ会」開催
　3 月 18 日（土）
9時30分～13時、
いきいきランド交
野。小学生以上の
市内在住・在勤・在学者対象。
無料。基本指導と応用。上靴持
参。［問］近藤（℡  893・1387）

第 8回春の音楽交流会
　4月 15 日（土）14 時、ゆう
ゆうセンター。無料。2 月 28
日まで出演者募集〈1 団体 15
分程度〉。［問］交野心の病と共

に生きる市民の会 TEAM・み
のり内（℡  893・9511）

以下・女性 400 円）。［問］西原
（℡  898・2583）

交野市視覚障害者福祉会
　毎月第 2木曜 10 時 40 分～
15時、ゆうゆうセンター。半年
1,000 円。目の不自由な人に便
利な物や障がい者福祉を紹介し
ます。［問］山﨑（℡  891・9265）

内磐船駅。1,100円（保険代な
ど）。大阪市内も歩きます。一般
向け13㌔。降水確率60％以上で
中止。［問］鶴園（℡  891・6002）

第27回　春をよぶみんなのコンサート

　北河内の作業所や施設などの仲間が一堂に集い、演奏の発
表やカラオケなどを楽しみ、交流を深める音楽会です。誰でも
参加できますので、ぜひお越しください。
と　き　2月 11日（祝）12時～ 15時〈入場無料〉
ところ　門真市民文化会館　ルミエールホール
［ 問］特定非営利活動法人ようき・すなお会（℡  06・6993・
5343）

♪♪ ♪♪

♪♪

♪♪

♪♪

♪♪

交野・コリングウッド
姉妹都市交流35周年

　交野・コリング
ウッド姉妹都市交流
35 周年の記念誌を
無料で配布します。
と ころ　交野市国際交流協会窓
口（交野会館〈郡津駅前〉内）

配布部数　先着 100部
［ 問］同協会（月～金曜 9 時
～ 17 時、℡  894・1113、℻  
894・1119、e-mail:katano_
ifa@yahoo.co.jp）

■「広報かたの」への記事掲載
　「サークルボード」コーナーに記事を掲載したい場合は、団体
登録が必要です。団体登録後に掲載が可能となりますので、市
ホームページか、市役所本館 2階の情報課広報担当で配布して
いる掲載依頼用紙に必要事項を記入し、広報担当の窓口で申し
込んでください。
　申し込みの締め切りは発行月の 2か月前の月末です。
※ 登録できる団体についての詳細は、市ホームページか、情報
課広報担当までお問い合わせください。
■広報紙配信アプリ「マチイロ」
　市のお知らせやイベント情報などの気になる記事を気軽に、
いつでもどこでもチェックすることができる、スマートフォ
ン・タブレット用のアプリ〝マチイロ〟で、広報紙を配信して
います。
　最新号の発行のお知らせ通知や、バックナンバーの配信、
SNSでの共有機能など、より身近に広報紙をご覧いただけま
すので、ぜひご利用ください。
▷アプリのダウンロード方法
　「マチイロ」で検索するか、ホームページ（http://
machiiro.town/lp/osaka_katano）から、ダウン
ロード
［問］情報課広報担当（℡  892・0121）

広 報 か ら の お 知
ら せ

さい。［問］交野水彩画会の末吉
（℡  892・0247）

かたすい第 20回定期演奏会
　3月 5 日（日）
14時〈開演〉、星
の里いわふね。
無料。アルメニ
アンダンスパート 1、シャンソ
ンメドレー他。［問］かたすい事
務局（℡  891・9855）
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