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3 歳から楽しむピアノランド！
　5月6日（土）・20日（土）15
時～15時 45分、青年の家。3
歳～大人対象。3,000円（2回分）。
グループ別。要電話申し込み。
［問］伊藤（℡  050・5240・4383）

心の病を抱えた家族の方々集合
　5月10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）

第 47回市民ソフトテニス大会
　5月 14日（日）9時、私部公
園テニスコート。1 組 1,200
円（中学生 800 円）。雨天中止。
［問］5 月 7 日までに青年の家
（℡  892・7721）か、魚住（℡  ・
℻   892・6146）

第 8回おりひめフェスティバル
　5 月 14 日（日）9 時 30 分、
星の里いわふね。無料。フラと
音楽の祭り。雨天決行。［問］山

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 ～

﨑（℡  894・0687）

あしたへ！
　5 月 18 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）

笑いヨガ　ヒフミチャン
　5 月 18 日（木）13 時 30 分
～ 15時、交野会館（郡津駅前）。
500 円。笑うと心も体も気持ち
いいですよ。［問］岡田（℡  080・
2411・6105）

星田の史跡・水路と里道
　5月 20日（土）9時、星田駅
前〈12 時まで〉。200 円（資料
代）。一里塚・一ツ松・坊領遺跡。
参加自由。古文化同好会の歴史
ウオーク。［問］村田（℡  892・
2326）

ブレイクダンス踊りませんか？
　5月27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）

ありがとう笑いヨガクラブ交野
　5 月 20 日（土）13 時 30 分
～ 15 時、ゆうゆうセンター。
500円。健康は笑いから。誰でも
参加可。心と体が強くなる。［問］
藤谷（℡  090・3038・5085）

かたの写真同好会・5月度例会
　5月 21 日（日）9
時 30 分 ～ 12 時、
青年の家。無料。一
般の持ち込み写真を
講評させていただきます。［問］
井上（℡  810・2308）

ボーイスカウトビーバーラリー
　5月 21日（日）9時 30分～
12 時、淀川河川公園。小学校 2
年生までの男女対象。無料。ゲー
ム大会。「ぼくらはみんなビー
バー太郎」。［問］鶴井（℡  090・
8528・3871）

「日本酒カンパイ」上映・試飲会
　5月 21日（日）13時 30分、
ゆうゆうセンター。20 歳以上
対象。1,200 円。定員 50 人。
［問］5 月 10 日までに、交野お
りひめ大学おさけ学科の北岡
（℡  090・3920・9872）

第第5回　市星連・体力測定会5回　市星連・体力測定会

　自分の体力を知り、運動の習慣を身に付け
ませんか。
と　き　6月 14日（水）
受 付時間　〈午前の部〉9時 15 分～〈午後
の部〉12時 15分～

と ころ　ゆうゆうセンター 4 階　多目的
ホール

対 　象　会員および市内在住の 60 歳以上
の人

定　員　先着 50人
参加費　無料
主 　催　市星友クラブ連合会（市老人クラ
ブ）

※ 過去に参加したことがある人は、「体力測
定手帳」を持参してください。
［ 申・問］5 月 31日（水）までに、市星連若
手部の天野（℡  090・6600・3538）

大阪府立北大阪高等職業技術専門校
「組込みシステム科」訓練生募集

　就職のために、技術習得を目ざす人を募集して
います。興味がある人は、見学説明会にお越しく
ださい。
■「組込みシステム科」（7月入校・1年課程）
対 　象　組込みエンジニアを目ざす、18 ～ 34
歳の人
定　員　30人
■見学説明会
と　き　いずれも 14時 20分～ 16時 10分
▷Ａ日程＝ 5月 1日（月）・9日（火）
▷ Ｂ日程（Ａ日程で欠員がある場合）＝ 5月 16日
（火）・23日（火）・29日（月）、6月 9日（金）
ところ　同校（枚方市津田山手 2－ 11－ 40）
※ 申し込みは不要です。詳しくはホームページ「北
大阪校」で検索してください。

［問］同校総務課（℡  808・2151）
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善意銀行♥ ♥

おりひめちゃん
作：泉　麗香

人口と火災・救急
3 月末の市の人口（前月比）

人　口 77,913 人（+17）
男 37,568 人（-18）
女 40,345 人（+35）

世帯数 32,022 世帯（+94）

3 月の火災と救急
火災 2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。

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 ～

ハイキング

仲間募集
～ 一緒に活動しませんか？ ～～ 一緒に活動しませんか？ ～

　「みどりのカーテン大作戦」につい
ては、18㌻をご覧ください。［問］環
境衛生課（℡  892・0121）

エピカ混声合唱団員募集
　毎月第 1・3 土曜 19 時～
21時、青年の家。月 500 円。少
しでも合唱経験があるか、楽譜
が読める人募集。［問］長谷川
（℡  090・9868・7486）

ブラジリアン柔術初心者歓迎！
　毎週日曜 14 時～ 16 時、青
年の家。中学生～一般対象。1
回 500 円。要事前予約。老若
男女安全に楽しめる格闘技で
す。［問］岡（℡  090・8570・
6162）

〝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

7月号の「サークルボード」掲載申込締め切りは、5月31日（水）です

［問］［問］＝問い合わせ　＝問い合わせ　℡  ℡  ＝電話番号　＝電話番号　℻  ℻  ＝ファクス番号 の略で、時間は24時間表記です。＝ファクス番号 の略で、時間は24時間表記です。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。

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、6,800 円
▷ カーブスじゃんぼスクエア交
野店・東寝屋川イズミヤ店か
ら、食料品

第18回交野市愛石同好会石展会
　5月 13日（土）・14日（日）
9 時 30 分～ 17 時、青年の家
ロビー。14 日は 14 時 30 分
まで。無料。2階に茶席あり。
自然石の美を楽しんでね。［問］
大東（℡  827・6462）

第 16回交野陶芸協会展
　5 月 16 日（ 火 ） ～ 21 日
（日）9時 30分～ 17時、青年
の家ロビー。21 日は 16 時ま
で。無料。会員 61人の作品を
展示しています。［問］曽我部
（℡  090・9216・2817）

金剛山（1,125㍍）
　5月 27 日（土）7時 40 分、
河内磐船駅。3,000 円（保険代
など）。水分は十分に。一般向
け 8㌔。小雨決行。［問］鶴園
（℡  891・6002）

交野山清掃ハイキング
　6月 4日（日）9時、河内磐
船駅前。大人対象。無料。傍
示の里、かいがけの道など 4
コース。雨天決行。［問］きた
ろうハイキングクラブの友田
（℡  841・4161）

大阪空港外回り、阪急蛍池から
　6月 10 日（土）7時 44 分、
河内磐船駅。1,500 円（保険
代など）。飛行機の発着を見て、
世界を見たい。一般向け 11㌔。
［問］鶴園（℡  891・6002）

ロシアの話あれこれ ! !
　5 月 21 日（日）13 時 30 分
～ 15時 30 分、交野会館。先着
40 人。500 円（茶菓子付き）。
日本在住ロシア人の日本語で
の話。［問］交野市国際交流協会
（℡  894・1113）

はなきんくらぶ
　5月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）

森遺跡と鍛冶工房
　5 月 27 日（土）10 時～ 12
時、青年の家。200円（資料代）。
講師は真鍋成史さん。参加自由。
古文化同好会の勉強会。［問］村
田（℡  892・2326）

心生会まつり
　5 月 27 日（土）11 時 30 分
～ 15 時、ミルキーウェイ（天
野が原町 2－ 14－ 20）。無料。
抽選会、バザー、模擬店、演奏
など。［問］支援センターみのり
（℡  893・9511）

きんもくせいフリーマーケット
　5 月 28 日（日）11 時～ 15
時、ケアハウスきんもくせい
（南星台 2－ 5－ 15）。無料。衣
類、帽子、雑貨、パンなど出店。
［問］ケアハウスきんもくせい
（℡  895・2468）

サウンド会　社交ダンス交流会
　5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）

第 20回交野市長杯GG大会
　6月 2日（金）8時 15分、私

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 ～

部公園グラウンド。雨天予備日
は 6月 5日（月）。無料。楽しい
グラウンドゴルフ大会。道具類
貸します。［問］草刈（℡  891・
0730）

見て観て歩こう会（ササユリ）
　6月 3日（土）9時 30分、私
市駅前。無料。くろんど園地内
に咲くササユリなどの花を観
察します。［問］交野自然の杜ク
ラブの富永（℡  090・2359・
5091）

体操でゆがみをリセット
　6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］5月 22日 10時～ 5
月 26日 12時までに、kid's さ
ぽーと（℡  090・9865・7724）

第 39回　交野市長杯卓球大会
　6月18日（日）9
時～ 17 時、いきい
きランド交野。市内
在住・在勤・在校
者。男女別。一般W・S1,000円、
中学 S100 円。［問］5 月 31日
までに、鶴谷（℡  090・2191・
1597）

俳句づくりを楽しみませんか
　毎月第1木曜13時～16時、
ゆうゆうセンター。月 500 円。
俳句交流会。自分と他人の俳句
を鑑賞し合う。［問］いわふね俳
句会の辻（℡  891・7547）

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）

交野陶芸研究会・吉向窯
　毎月第 2日曜 13
時～ 16 時、青年の
家。年 1万円。初心
者に最適な陶芸教
室です。ぜひ見学を。［問］大島
（℡  893・6376）

交野フットボールクラブ会員募集
　①日曜 9時②日曜と平日（2
回）、私部公園・二中・旭小。幼
稚園児以上対象。入会2,000円。
月① 1,500 円② 3,000 円。［問］
近田（℡  080・5330・1367）

かたのクリーンパトロール隊
　2 か月に 1 回、みんカフェ
他。小学生以上の隊員・18 歳
以上で隊を運営するリーダー
募集。会費無料（実費あり）。自
然体験など。［問］伊藤（℡  090・
6204・5611）

第 21回ふるさとの宴
　6月 3日（土）11時～ 17時、
ゆうゆうセンター。無料。7団
体による邦楽・邦舞・新舞踊の
会です。［問］グループ潮の田
中（℡  892・9156）

子ども英会話学習会2期生募集
　毎月土曜〈月 3 回程度〉15
時 30分～ 16時 30分、ゆうゆ
うセンター。5～ 8歳の子ども
と保護者対象。１回 1,000 円。
定員子ども 5人。要予約。［問］
平井（℡  090・2019・9245）

交野子ども自然体験クラブ
　5～ 12 月〈全 7回〉、星の里
いわふね他。小学校 1 ～ 6 年
生対象。1 回 500 円（キャン
プなど実費あり）。先着 30 人。
5月 17 日は植物園。［問］堀内
（℡  090・9056・6925）

交野ラージボール卓球クラブ
　毎週月・木曜 13 時または
15時～ 17時、いきいきランド
交野。市内在住の 65 歳以上対
象。年 500 円、1回 300 円。木
曜日参加できる初心者大歓迎。
［問］新居（℡  891・3216）

第3回七夕伝説のまち
交野里山トレイルランニングチャレンジCUP

と　き　7月 29日（土）10時～ 17時
ところ　星の里いわふね（スタート・ゴール）
種　目　里山チャレンジ 18㌔（制限 4時間 30分）
定　員　①高校生の部＝先着 50人②一般の部＝先着 250人
参加費　① 2,000 円② 4,000 円
［ 申］6月20日（火）までに、スポーツエントリー（https://
www.sportsentry.ne.jp/event/t/69263）より申し込み
［ 問］交野里山トレイルランニング実行委員会（℡  ・℻   807・
8916、e-mail:info@katano-satoyama.com、月曜定休、火～
金曜 12時～ 20時、土・日曜・祝日 10時～ 18時）
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高校生
以上対象
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