
人口と火災・救急

「ゆるキャラグランプリ 2017」
については、7㌻をご覧ください。
［問］地域振興課（℡  892・0121）

〝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

10月号の「サークルボード」掲載申込締め切りは、8月31日（木）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、
7,200円

笑いヨガ　ヒフミチャン
　8 月 3 日（木）・17 日（木）
13時 30 分～ 15時、交野会館
（郡津駅前）。各 500 円。笑っ
て、心も体もスッキリ。［問］岡田
（℡  080・2411・6105）

子どもたちの夏休み介護体験
　8月 4日（金）14時～ 15時、
天の川明星（藤が尾）。小・中学
生対象（小学校低学年は保護者
同伴）。無料。車いす体験など。
［問］松葉（℡  891・4974）

はなきんくらぶ
　8月 4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）

ありがとう笑いヨガクラブ交野
　8月5日（土）みんカフェ〈300
円〉、19日（土）ゆうゆうセンター
〈500円〉、いずれも13時 30分
～15時。誰でも参加可。［問］藤
谷（℡  090・3038・5085）

第 2回こども将棋大会
　8月 6日（日）12時
30分、藤が尾ふれあい
館。小学生対象。300
円。賞品・賞状あり。ふ
るってご参加ください。［問］か
たの将棋クラブの中邑（℡  891・
8660）

6 月末の市の人口（前月比）

人　口 77,915 人（-17）
男 37,579 人（-8）
女 40,336 人（-9）

世帯数 32,096 世帯（+12）

6 月の火災と救急
火災 0件 救急 293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。

［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。

アンサンブル・ポピー
　毎週木曜 10時～ 12時、青年
の家。女性対象。入会 1,000 円・
月 3,000 円。童謡・唱歌・合唱
曲などを一緒に楽しみません
か。［問］竹本（℡  891・5265）

句会で楽しむ俳句
　毎月第1金曜13時～16時、
ゆうゆうセンター。月 200 円
（会場代）。自作を 3 句持って
句会の体験にお越しください。
［問］キマタ（℡  892・2544）

赤トンボの里（本竜野）
　8 月 26 日（土）7 時 10 分、
河内磐船駅。2,600 円（保険代
など）。青春 18 きっぷ使用。暑
さ対策十分に。一般向け 9㌔。
［問］鶴園（℡  891・6002）

万葉の森（香具山）
　9月 9日（土）7時 45分、河
内磐船駅。1,600 円（保険代な
ど）。ホテイアオイは咲いてい
るかな。8㌔。小雨決行。［問］鶴
園（℡  891・6002）

はじめてみませんか？ピアノ！
　8月 8日（火）・22日（火）い
ずれも 13時～ 14時 30分、青
年の家。3歳～大人対象。1回
1,500円。要事前申し込み。［問］
伊藤（℡  050・5240・4383）

親の会　段ボール工作で遊ぼ！
　8月19日（土）13時～、ゆう
ゆうセンター。障がいを持つ子ど
もとその家族対象。無料。8月10
日までに参加人数をファクスで連
絡。［問］岩﨑（℡  ·℻  891・1809）

家庭用廃食油回収
　8月 19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。使
用済み・期限切れの油の回収で
す。［問］代永（℡  892・8568）

おりひめ大学・かかし作り教室
　8月 20日（日）9時～ 15時、
みんカフェ。小学生以上の子ど
もと保護者対象。無料。先着 10
組。一般の人も歓迎。［問］北岡
（℡  090・3920・9872）

かたの写真同好会・8月例会
　8月 20日（日）9時 30分～
12 時、青年の家。無料。見学大
歓迎。気軽にお越しください。
［問］井上（℡  810・2308）

みんなでダンスを踊りましょう
　8 月 20 日（日）10 時～ 12
時、交野会館。5～ 12歳対象。
500 円。定員 10 人。要事前予
約。［問］大塚（℡  090・3657・
0767）

　切れなくなった家庭用包丁、
ハサミを研ぎます。
と 　き　8月 16日（水）・17日
（木）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］消費生活問題研究会の代
永（℡  892・8568）

第 20回交野市長杯G・G大会
　6月 2日（金）私部公園グラ
ウンドで、166 人が参加して
行われました。上位の成績は次
のとおり。敬称略。△

男子の部
①橋元和雄②船林濱男△
女子の部
①若畑昭代②梶田秀子

第 39回交野市長杯卓球大会
　6月 18日（日）いきいきラン
ド交野で、延べ 198人が参加し
て行われました。上位の成績は
次のとおり。敬称略。△

 混合ダブルス　①岡野光和・山
本幾代②野間田徹・吉岡悦子△  

女子ダブルス　①山本幾代・山
本イツ子②吉岡悦子・北風早苗△   

男子シングルス 
①市川忠②岡野光和△

ジュニア男子シングルス1年
①牧歩空②三上すばる△

ジュニア男子シングルス2年
①浅野正義②西野彰人△

ジュニア男子シングルス3年
①山本敬之②山敷大亮△

ジュニア女子シングルス1年

植物の教室
　8 月 27 日（日）13 時～ 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
の高島（℡  891・2059）

サウンド会　社交ダンス交流会
　8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）

森のようちえん入園体験説明会
　9月1日（金）10 時～ 12 時、
大阪市立大学理学部附属植物園。
350円（入園料）。森のようちえん
を知るチャンスです。［問］いしころ
えん岩渕（℡  090・7484・9295）

交野フィル第 19回定期演奏会
　9月 3日（日）14 時〈開演〉
枚方市市民会館大ホール。未就
学児不可。前売り800円・当日
1,000円。小中高校生無料。詳細
はHP。［問］木下（℡  891・7264）

第 37回交野オープン卓球大会
　9月 10日（日）9時～ 17時、
いきいきランド交野。1組2,000
円。種目は年齢別の混合W、男
女別W。［問］8月 13日までに、
讃岐谷（℡  ・℻  892・8723）

第 34回ホーム明星文化祭
　10月14日（土）・15日（日）いず
れも10時～16時、ホーム明星。無
料。バザー、フリマ用品の提供をお願
いします。［問］［問］浜崎（℡  891・2029）

①丸山優子②小野花鈴△

ジュニア女子シングルス2年
①白川香乃②前中美優△

ジュニア女子シングルス3年
①矢野まいの②上甲理桜

第6回市星連・ゴルフ大会参加者募集
と　き　10月 31日（火）
ところ　交野カントリークラブ
対　象　市内在住で 60歳以上の人
定　員　先着 120人
参 加費　市星連会員1万4,500円・非会員1万5,500円（キャディ
フィ・賞品代・会食代込み）
[ 申・問 ]　8月 31日（木）までに、市星連若手部の天野（℡  090・
6600・3538）

包丁・ハサミ研ぎ

2017 年交野平和展
　8月18日（金）・19日（土）①9
時30分～17時、青年の家ロビー
〈写真展示〉②10時～・14時～、
青年の家研修室〈DVD上映〉。無
料。［問］立花（℡  892・6753）

かたの写真同好会・夏の写真展
　8月 22日（火）～ 27日（日）
9時～ 16時 30分、青年の家ロ
ビー。27日は16時まで。無料。
26回目の写真展です。会員募集
中。［問］井上（℡  810・2308）
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