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笑いヨガ　ヒフミチャン
　6 月 1 日（木）・15 日（木）
13 時 30 分～ 15 時、交野会
館（郡津駅前）。各 500 円。誰
でも簡単に楽しくできる健康
法。［問］岡田（℡  080・2411・
6105）

はなきんくらぶ
　6 月 2 日（金）、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
（喫茶は有料）。カラオケ・囲碁・
将棋など。豊年福祉会。［問］浜
崎（℡  894･1798）

植物園でカケラ人形を作ろう！
　6 月 3 日（土）10 時 30 分
～ 12 時。大阪市立大学理学部
附属植物園。未就学児は保護者
同伴。500円（別途入園料 350
円）。［問］菊川（℡  090・8520・
3896）

3 歳から楽しむピアノらんど！
　6 月 3 日（土）、17 日（土）
15 時～ 15 時 45 分、青年の
家。3 歳～大人対象。3,000
円（2 回分）。年齢別のグルー
プ。要電話申し込み。［問］伊藤
（℡  050･5240･4383）

パステル画同好会展
　6月 6日（火）～ 11 日（日）
9時 30分～ 16時 30分。6日
は 12 時から、11 日は 16 時
まで。青年の家ロビー。会員の
作品を約 30 点展示。［問］野村
（℡  090・9045・4157）

獅子窟寺の三十三観音巡り
　6 月 10 日（土）9 時 ～ 12
時、私市駅前集合。200 円（資
料代）。参加自由。健脚コース
（土生川～獅子窟寺）。古文化同
好会の歴史ウオーク。［問］村田
（℡  892･2326）

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 ～

恒例　バザー開催！
　6月 10 日（土）10 時、交野
会館（郡津駅前）。入場無料。来
て見て。掘り出し物あり。雨天
決行。［問］交野市国際交流協会
（℡  891・7009）

サウンド会　社交ダンス交流会
　6月10日（土）、18日（日）、
25 日（日）13 時 10 分～ 16
時 40 分、ゆうゆうセンター。
800 円。リ ボ ン あ り。茶 菓
子・フルーツ付き。［問］畑中
（℡  090･4648･1775）

ドレミふぁ！リトミック
　6 月 13 日（火）、27 日（火）
10 時～ 10 時 50 分、ゆうゆ
うセンター。1 歳半～ 3 歳の
子どもと保護者対象。1,000
円（2 回 分 ）。パ ラ バ ル ー
ンとリズム遊び。［問］角田
（℡  090･5127･6952）

〝心理分析〟で自分を見つめよう
　6 月 14 日（水）10 時～ 12
時 30分、ゆうゆうセンター。無
料。予約不要。参加自由。［問］人
権協会パープルの池田（℡  090・
4270・6570）

心の病を抱えた家族の方々集合
　6 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！
　6 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）

廃食油回収
　6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

入らないようにして時間内に持
参。［問］代永（℡  892・8568）

ブレイクダンス踊りませんか？
　6 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。要事前予約。［問］大塚
（℡  090・3657・0767）

土曜つく・オリジナル傘作ろう
　6月17日（土）10 時～11時
45分、ゆうゆうセンター。1,200
円。要予約。傘に描いたり透明
シールでデコレーション。［問］
菊川（℡  090・8520・3896）

ありがとう笑いヨガクラブ交野
　6 月 17 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。参加
自由。心と体強くなる。［問］藤
谷（℡  090・3038・5085）

かたの写真同好会・6月度例会
　6月 18日（日）9時 30分～
12 時、青年の家。無料。参加自
由。6月は写真拡大投影です。
ご見学大歓迎です。［問］井上
（℡  810･2308）

ブラジリアン柔術無料体験会! !
　6 月 18 日（日）14 時～ 16
時、青年の家。中学生以上対
象。無料。初心者大歓迎。安全
で楽しめる格闘技です。［問］岡
（℡  090･8570･6162)

と 　き　6月 29日（木）
            10 時～ 12時
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］6 月 12 日（月）
10時から、ファミリー・サ
ポート・センター（℡  893・
0757）

保育付ママの
リフレッシュ・ヨガ
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～ 15 時、ゆうゆうセンター。
市内在住の視覚障がい者。半
年 1,000 円。障がい者福祉の向
上に関心のある人の入会歓迎。
［問］山崎（℡  891・9265）

太極拳〝幸友会〟初心者歓迎
　毎週金曜 13 時～ 16 時、ゆ
うゆうセンター。入会 1,000
円。月 2,000 円。種目は①簡化
太極拳② 32 式 42 式剣。［問］
荒木（℡  090・9162・9057）

震災コンサートで「群青」合唱
　6 月 11 日（ 日 ）、18 日
（日）、7 月 23 日（日）10 時
～ 12 時、青年の家。7 月 27
日（木）の本番に向けて練習し
ます。総額 1,000 円。［問］前田
（℡  090･2282･0054）

サイエンスカフェ交野会員募集
　毎月第 3土曜日 9時 30分～
11時30分、ゆうゆうセンター。
中学生以上対象。1回 200 円。
年 500 円。身近な事柄につい
て幅広く情報を求め話し合う。
［問］入江（℡  893･0287)

善意銀行♥ ♥

人口と火災・救急

「食育」については、2・3・22
㌻をご覧ください。［問］健康増進
課（℡  893・6405）

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？ ～

大会結果

〝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

8月号の「サークルボード」掲載申込締め切りは、6月30日（金）です

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

▷ 梅が枝の、西岡昭榮さんから
商品券 5,000 円

▷  NiSi歌謡教室から2万7,556円
▷ 私市の K・K さんから 2 万
7,868 円

合唱体験交流会　四季の会
　6 月 21日（ 水 )10 時 ～ 11
時 50 分、青年の家。無料。懐
かしの歌など、みんなで楽
しく歌いませんか。［問］早川
（℡  090･4905･8844）

渡来文化の魅力・広隆寺弥勒像
　6 月 24 日（土）10 時～ 12
時、青年の家。200円（資料代）。
参加自由。講師は大矢良哲さん。
古文化同好会の勉強会。［問］村
田（℡  892･2326）

能楽（謡曲・仕舞）発表会
　6月 25日（日）9時 45分～
16 時、私部会館。無料。井筒・
浮舟・鞍馬天狗など謡 7 曲と
仕舞。［問］交野交謡会の冨田
（℡  891･2526）

女声合唱　ティ・オールコンサート
　6 月 25 日（日）13 時 30 分
‹ 開演 >、門真市民文化会館ル
ミエールホール。無料（要整理
券）。交野女声、ひびき、ヴィ
オレッテ合同演奏会。［問］槙
（℡  892･6430）

童謡・唱歌・青春歌を歌おう！
　6 月 26 日（月）13 時～ 14
時 30分、いきいきランド交野。
1,000 円。気楽に懐かしい歌を
歌って元気アップしよう。［問］
小澤（℡  090･7103･4793）

七夕コンサート
　7 月 1日（ 土 ）13 時 30 分

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 ～

‹ 開場 >､ 14 時 ‹ 開演 >、ゆう
ゆうセンター。1,000 円。トラ
ンペットに願いをのせて。［問］
小 島（ ℡  892･8144）か 岡 本
（℡  892･1933）

楽しもう！一緒にフラダンス！
　7月 6日（木）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］6 月 19 日（月）～
23日（金）12時までに、kid's
さぽーと（℡  090･9865･7724）

街が繋がる・災害時の心の備え
　7月 9日（日）13時～ 16時、
いきいきランド。1,000 円。講
演、災害時に使用する物の体験
できます。［問］リヴ・エナジー
の谷口（℡  090･1141･6866）

子供ピンポン大会
　7 月 16 日（日）9 時 30 分
～ 13 時、いきいきランド交
野。市内在住の小学生対象。無
料。上靴持参。１～４年生、5
～ 6年生シングルス。［問］鶴谷
（℡  090･2191･1597）

ベンガラ染めTシャツづくり！
　7月21日（金）10時～12時、
大阪市立大学理学部附属植物
園。300円（材料費）。無地の白
Tシャツをご持参ください。要
予約。［問］赤水（℡  894･8386）

ポンポン山（678㍍）
　7月 8日（土）7時 45分、交
野市駅。2,000円（保険代など）。
やや健脚向け 12㌔。ゆっくり

交野水彩画会・水無月展
　6月20日（火）～25日（日）10

第39回交野市市長杯テニス大会
　4月 16日（日）私部公園テニ
スコートで、35 チームが参加
し、開催されました。優勝者は
次のとおり。
優勝者△

一般男子
　伊藤知彦・徳永直哉△

45 歳男子
　村田都博・中村英明△

55 歳男子
　林雄一郎・平井俊也△

一般女子
　山下智恵・藤生美香△

45 歳女子
　窪村あけみ・橋本智子

交野市視覚障がい者福祉会
　毎月第 2 木曜 10 時 40 分 ◆稽古〈全 10回〉

と　き（変更となる場合があります）
▷ 7月 21日（金）・23日（日）・28日（金）
▷  8 月 3 日（木）・6日（日）・10 日（木）・12
日（土）・15日（火）・17日（木）・19日（土）

時　間　いずれも 10時～ 11時 30分
ところ　青年の家　演奏練習室 304
対　象　小学生
定　員　15人（応募者多数の場合は抽選）

◆発表会
と　き　8月 20日（日）10時 30分～
ところ　ゆうゆうセンター 4階　多目的ホール
［ 申］はがきに①住所②名前③年齢④学校名・
学年⑤電話番号を記入の上、7月 4 日（火）
〈消印有効〉までに、〒 576－ 0065　向井田
3－ 332 － 1　伝統文化交野箏曲こども教室
事務局
［問］同事務局（℡  893・3938）

箏の基礎を
学べます

ひいてみよう　おこと参加費
無料 ～文化庁事業・伝統文化親子教室～

　切れなくなった包丁、ハサミを有料で研ぎます。受け
付け順に研ぎ、でき上がり次第お渡しします。

と 　き　6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）

包丁・ハサミ研ぎ

4 月末の市の人口（前月比）

人　口 77,988 人（+75）
男 37,613 人（+45）
女 40,375 人（+30）

世帯数 32,091 世帯（+69）

4 月の火災と救急
火災 3件 救急 276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。

［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。

登ります。慌てずに。［問］鶴園
（℡  891・6002）

むろ池園地（四條畷）
　6 月 24 日（土）7 時 50 分、
河内磐船駅前。1,000 円（保険
代など）。むろ池からつり橋交
野。一般向け 10㌔。小雨決行。
［問］鶴園（℡  891・6002）

時～16時30分、青年の家ロビー。
25 日は 16 時まで。水彩画約
40 点を展示します。初心者歓
迎。［問］森西（℡  891･3883）

古文化同好会 45年の歩み
　6月 27 日（火）～７月 2日
（日）9 時～ 17 時、27 日は
13 時から、最終日は 16 時ま
で。青年の家ロビー。入場無料。
ふるさと〝彩〟発見。［問］村田
（℡  892・2326）

表装同好会新作発表会
　6 月 13 日（ 火 ） ～ 18 日
（ 日 ）9 時 30 分 ～
16 時。18 日 は 15
時まで。青年の家ロ
ビー。会員のみなさ
んの掛け軸などの新
作を展示しています。［問］松原
（℡  891･8685)

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。
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