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夜咲き熱帯スイレンの観察会
　9 月 1 日（金）・
2 日（土）17 時～
20 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）。
詳細は HP。［問］同園の高島
（℡  891・2059）

熱帯植物観察会
　9月 2日（土）10時～ 11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）。詳細は HP。［問］
同園の高島（℡  891・2059）

笑いヨガ　ヒフミチャン
　9月7日（木）・21日（木）13
時30分～15時、交野会館（郡津
駅前）。各500円。笑っていると
きだけでも、何もかも忘れますよ。
［問］岡田（℡  080・2411・6105）

星田の史跡・水路と里道を歩く
　9月9日（土）9時、星田駅前集
合〈12時解散〉。200円（資料代）。
案内は大屋喜代治さん。傍示川
から中川。古文化同好会の歴史ウ
オーク。［問］村田（℡  892・2326）

サウンド会　社交ダンス交流会
　9月9日（土）・24日（日）13
時10分～16時 40分、ゆうゆう
センター。各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）

9・9西谷文和講演会
　9月 9日（土）14時～ 16時、
ゆうゆうセンター。500 円。取
材から見た「戦争の実態」。憲法
とくらしを考える会。［問］松村
（℡  892・4938）

心の病を抱えた家族の方々集合
　9月13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）

かたの写真同好会・9月例会
　9月 17日（日）9時 30分～
12 時、青年の家。無料。9月は
写真拡大投影です。見学大歓迎
です。［問］井上（℡  810・2308）

あしたへ！
　9 月 21 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）

クッキングへのお誘い！
　10月1日（日）11時～14時、
ゆうゆうセンター。小学生以上
対象。小学生 500円・中学生以
上 800 円。関西外大留学生と
交流。［問］交野市国際交流協会
（℡  894・1113）

ママのリフレッシュデー・ヨガ
　10月 5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］

9月19日～22日までに、Kid'sさ
ぽーと（℡  090・9865・7724）

太陽光発電は交野から始まった！
　10 月 7 日（土）18 時～ 20
時、ゆうゆうセンター。500円。
交野おりひめ大学総合学科。講
師は桑野幸徳さん。［問］甲斐
（℡  090・1553・7056）

第 2回金曜卓球団体戦
　10 月 13 日（金）9 時～ 17
時、いきいきランド交野。1組
2,400 円。男女別 3 ～ 4 人の
団体戦（1W・2S)。［問］9 月
29 日までに、鶴谷（℡  090・
2191・1597）

内 　容　各種団体による模擬店（焼きそば・ジュース・おもちゃ・
ゲームなど）、その他催し物（15グループ出演予定）

［ 問］きさいべふれあい祭実行委員会の池川（℡  892・3854）

〝魅せます　たたきます
奏でます〟

　森の中の手作り市です。出店者を募集します。
と　き　11月18日（土）10時～16時
出店料　3,000円
※詳しくは「木漏れ日市」で検索、またはFacebookをご覧ください。
［問］森（℡  893・1199）

第 8回きさいべふれあい祭り

第 14回デジカメ同好会写真展
　9月 19日（火）～ 24日（日）
9時～ 17時、青年の家ロビー。
24 日は 16 時まで。無料。会
員が、この 1 年間撮影した写
真を展示。［問］小嶋（℡  892・
1607）

と　き　9月 24日（日）10時～ 16時
ところ　いきいきランド交野

第12回木漏れ日市 出店者募集第12回木漏れ日市 出店者募集！！



人口と火災・救急

10月からのごみの出し方につい
ては、2・3㌻をご覧ください。［問］
環境事業課（℡  892・2471）

〝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

11月号の「サークルボード」掲載申込締め切りは、9月29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、7,000 円
▷ ㈱ビューティサロンモリワキ
から、10万円
▷ 郡津のY・Nさんから、1,500円
▷ 妙見坂の堀内護さんから、1
万 550 円
▷ 私部西の T・Hさんから、9
万円

7 月末の市の人口（前月比）

人　口 77,896 人（-19）
男 37,562 人（-17）
女 40,334 人（-2）

世帯数 32,128 世帯（+32）

7 月の火災と救急
火災 2件 救急 334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。
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子どもピンポン大会
　7月 16日（日）いきいきラン
ド交野で、31 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。△

低学年
　優勝＝内藤圭吾　

準優勝＝加治木隆仁　

3 位＝笹原彩香、山上日菜△

高学年
優勝＝今堀永嗣
準優勝＝北田耀
3位＝由上敦樹、尾形凌

交野市長杯ソフトテニス大会
　7月 9日（日）私
部公園テニスコー
トで、36 チーム
が参加して行われ
ました。優勝者は

佛隆寺から室生寺へ
　9 月 23 日（祝）7 時 45 分、
河内磐船駅。2,600 円（保険代
など）。秋はヒガンバナからか
な。一般向け 10㌔。小雨決行。
［問］鶴園（℡  891・6002）

見て観て歩こう会（秋の草花）
　10月 7日（土）9時、私市駅
前〈15時河内森駅解散〉。無料。
くろんど園地の秋の草花の観察
会。［問］交野自然の杜クラブの
富永（℡  090・2359・5091）

竜王山から摂津峡へ
　10月14日（土）7時 30 分、
交野市駅。2,000 円（保険代
など）。前回雨で再挑戦。やや
健脚12㌔。小雨決行。［問］鶴園
（℡  891・6002）

■「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階の秘書広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、秘書
広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。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］秘書広報課広報担当（℡  892・0121）

広 報 か ら の お 知 ら せ

ボーイスカウト隊員募集
　9月 18 日（祝）11 時～、星
田会館。年長～小学生の男女と
保護者対象。無料。入隊説明会
です。［問］ボーイスカウト交野
第 2団の丸谷（℡  892・8709）

交野俳句会会員募集
　毎月第 1日曜・第 4火曜 13
時～ 16時、青年の家。月 1,000
円。火曜は勉強会。日々の暮ら

しを俳句にして楽しみません
か。［問］森井（℡  892・0226）

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。小学生
対象。月 1,800 円。毛筆・硬筆。
書道を楽しみませんか。［問］生
田（℡  891・0138）

楽しくソフトバレーしませんか
　 毎 月 第 1・2 土
曜・第 4日曜 9時～
12 時、交野小学校。
月 500 円。男女・経
験にかかわらず、興
味のある人お電話を。［問］石川
（℡  090・4499・5491）

書道筆使いの基礎実技
　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。成人で初心者対象。入会
2,000 円・月 3,800 円。［問］生
田（℡  891・0138）

親子リトミックぴょんぐりら
　第 2・4 金曜① 9時 45 分～
10 時 45 分 ② 10 時 45 分 ～
11 時 45 分、青年の家。① 2歳
～②0～2歳対象。1回500円。
体操・音楽を楽しむ。［問］坂本
（℡  090・9091・5621）

次のとおり。敬称略。△

中学生男子
 浦野修一・西盛友哉△

中学生女子
岩元希歩・上岡誠奈△
一般
芦田善仁・松尾信彦

かたの写真同好会会員募集
　毎月第 3 日曜 9 時 30 分～
12 時、青年の家。年 3,000 円。
［問］井上（℡  810・2308）

童謡・唱歌・青春歌を歌おう！
　毎月第 4月曜 13 時～ 14 時
30分、いきいきランド交野。月
1,000 円。気軽に懐かしい歌を
歌って元気アップしよう。［問］
小澤（℡  090・7103・4793）

ドレミふぁ！リトミック
　毎月第2・4火曜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。月1,000円。リズム遊びなど。
［問］角田（℡  090・5127・6952）

健康体をつくる体操
　第1・3・4金曜13時30分～、
武道館。成人女性対象。1 回
700 円（初回無料）。効果のある
健康体操で軽い筋肉をつけよ
う。［問］大西（℡  080・1434・
5276）

交野古文化同好会活動総まくり
　9 月 23 日（祝）10 時～ 12
時、青年の家学びの館。200 円
（資料代）。講師は立花昇さん。
機関紙と会の HP を活用しま
す。参加自由。［問］村田（℡  892・
2326）

第 15回星のパレット水彩画展
　9 月 26 日（火）～ 10 月 1
日（日）9時 30 分～ 16 時 30
分、青年の家ロビー。最終日は
16 時まで。無料。水彩画約 50
点をご覧ください。［問］森本
（℡  893・7847）

29.09.01 (34)(35)29.09.01

　ラジオDJとして活躍中の、山本シュウさんが
語る「生きてるだけで、笑ってるだけで幸せや！」
をテーマに、笑いと感動を与える講演会です。
と　き　9月 10日（日）14時～ 16時（受付は 13時 30分から）
ところ　ゆうゆうセンター 4階　交流ホール
対 　象　子育て中の保護者、子育て・教育に携わる人、地域の人な
ど（子ども連れの参加も可能）
参加費　無料（定員 500人・申し込み不要）
主　催　市PTA協議会
※ 駐車場には限りがあります。公共交通機関をご利用ください。
［問］西村（℡  090・5664・2668）

「We are シンセキ！」合言葉は
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