
笑いヨガ　ヒフミチャン
　11月 2日（木）・16
日（木）13 時 30 分
～15時、交野会館（郡
津駅前）。各 500 円。やってみ
ないと分かりません。扉を開け
てください。［問］岡田（℡  080・
2411・6105）

心の病を抱えた家族の方々集合
　11 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）

植物園で秋の森・ヨガ
　11 月 9 日（ 木 ）
10 時～ 11時、大阪
市立大学理学部附属
植物園。無料（別途入
園料 350円）。秋めく植物園の
大イチョウの下で、ヨガをしよ
う。［問］赤水（℡  894・8386）

視覚障害者の友愛サロン
　11 月 9 日（木）13 時～ 14
時 15分、ゆうゆうセンター。無
料。ボランティアグループ「花水

木」の篠笛演奏を聞いたり、一
緒に歌ったりします。［問］山﨑
（℡  891・9265）

友☆悠　発達障がい児保護者会
　11 月 14 日（火）9 時 30 分
～ 11 時 30 分、サプリ村野。
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）

～特殊詐欺被害をなくそう～
　11 月 14 日（火）
13 時 30 分 ～ 14
時 30 分、ホーム明
星。市内在住の人対
象。無料。交野警察署員による
講演。送迎は要相談。［問］重村
（℡  894・1798）

あしたへ！
　11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）

太秦・広隆寺弥勒菩薩から嵐山
　11 月 18 日（土）9時、交野
市駅集合。15 時まで。200 円
（資料代）。弁当持参。古文化同
好会の歴史ウオーク。拝観料は
自己負担。［問］村田（℡  892・
2326）

聴覚障がい者土曜日ピアサロン
　11月 18日（土）10時、ゆう
ゆうセンター。無料。仲間と出
会い、自由に楽しく話しましょ
う。［問］障害者相談支援セン
ターかたの（℡  893・7006）

ありがとう笑いヨガクラブ交野
　11 月 18 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、心と
体強くなる。誰でも参加可。［問］
藤谷（℡  090・3038・5085）

■「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

と 　きと 　き　11月 28日（火）10時　11月 28日（火）10時
～ 12時～ 12時

ところところ　ゆうゆうセンター　ゆうゆうセンター
対　象対　象　子育て中の人　子育て中の人
※ 保育の定員は15人まで（要予約）※ 保育の定員は15人まで（要予約）
参 加費参 加費　無料　　無料　
※ ファミサポについての簡単な※ ファミサポについての簡単な
説明会付きです。説明会付きです。

［ 申・問］［ 申・問］11月 13 日（月）1011月 13 日（月）10
時から、ファミリー・サポート・時から、ファミリー・サポート・
センター（℡  893・0757）センター（℡  893・0757）

保育付きママの
リフレッシュ・ヨガ

(33)29.11.01
［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。



と 　きと 　き　11月 12日（日）　11月 12日（日）
8時～17時〈雨天中止〉8時～17時〈雨天中止〉
と ころと ころ　私部公園テニスコート　私部公園テニスコート
種 　目種 　目　ダブルス（45歳男子、　ダブルス（45歳男子、
60歳男子、一般男子、一般女60歳男子、一般男子、一般女
子、45歳女子、ミックス）子、45歳女子、ミックス）
対 　象対 　象　ダブルスのうち1人が　ダブルスのうち1人が
市内在住・在学・在勤・協会員市内在住・在学・在勤・協会員
※ 小学校 6 年生以下は保護者※ 小学校 6 年生以下は保護者
同伴か、承諾書添付同伴か、承諾書添付
参加費参加費　1組 2,000 円　1組 2,000 円
［ 申］［ 申］11 月 10日（金）までに、11月 10日（金）までに、
青年の家受付窓口青年の家受付窓口
［問］［問］山田（℡  892・9235）山田（℡  892・9235）

かたの写真同好会文化祭写真展
　11 月 3日（祝）～ 5日（日）
9 時 30 分 ～ 16 時 30 分、青
年の家。5 日は 16 時まで。無
料。会員募集中。気軽にお越し
ください。［問］井上（℡  810・
2308）

人口と火災・救急

健康福祉フェスティバルについ
ては、2・3㌻をご覧ください。

1月号の「サークルボード」掲載申込締め切りは、11月30日（木）です

9 月末の市の人口（前月比）

人　口 77,898 人（-14）
男 37,573 人（-14）
女 40,325（±0）

世帯数 32,160 世帯（+16）

9 月の火災と救急
火災 1件 救急 256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。

木漏れ日市開催
　11月18日（土）10時～16時、
妙見工房前（星田9丁目）。入場
無料。陶器、ガラス、木工、布小
物、パンなど。雨天決行・荒天
中止。［問］森（℡  893・1199）

かたの写真同好会・11月例会
　11 月 19 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）

淀屋が始めた米市場と旗振山
　11月 25日（土）10時～ 12
時、青年の家。200円（資料代）。
講師は淀屋研究会事務局長の
大江昭夫さん。参加自由。古文
化同好会の勉強会。［問］村田
（℡  892・2326）

ブラジリアン柔術無料体験会! !
　11月 26日（日）17時～ 19
時、ゆうゆうセンター。中学生
以上対象。無料。要事前予約。初
心者大歓迎。安全に楽しめます。
［問］岡（℡  090・8570・6162）

交野女子学院（少年院）見学会
　11月 29日（水）10時～ 11
時 30分、交野女子学院。20歳
以上対象。無料。要電話予約。
［問］同院庶務課の小川（℡  891・
1132、平日 10時～ 16時）

第 47回交野市卓球連盟杯
　12 月 3 日（日）9 時 ～ 17
時、いきいきランド交野。一般
1,000 円、中学生 100 円。種目
は一般混合W、男女別 S、中学
生 S。［問］11 月 19 日までに、
鶴谷（℡  090・2191・1597）

イタリアの話あれこれ！
　12 月 3 日（ 日 ）13
時 30 分、交野会館（郡
津駅前）。500 円（茶菓

できますよ。要事前予約。［問］
交野着物着付同好会の吉田
（℡  891・9240）

かたの将棋クラブ会員募集
　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（中学生以下 500円）、
月800円（中学生以下400円）。
［問］西原（℡  898・2583）

錦心流琵琶卓水会会員募集
　毎月2回日曜15時～17時、
ゆうゆうセンター。月 1,000
円。初心者歓迎。楽器貸与あり。
花鳥風月妙音奏でよう。［問］長
澤（℡  090・1240・1349）

交野自然農法同好会会員募集
　毎月第 2 土曜、ゆ
うゆうセンター。年
4,000 円。農薬・化
学肥料に頼らない栽培に興味が
ある人は、ぜひ参加を。［問］髙
田（℡  090・5804・3602）

〝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

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、6,600 円

▷ 幾野の中浦八重子さんから、
5万円

▷  NISI歌謡教室から、1万5,469
円

［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。

比叡山巡拝
　11月 25 日（土）
7 時 44 分〈集合〉、
交野市駅。3,500円
（保険代など）。秋を惜しみなが
ら、比叡山から畿内を眺めます。
一般向け7㌔。小雨決行。［問］鶴
園（℡  891・6002）

京都東山北部
　12月 9日（土）7時 44分〈集
合〉、交野市駅。1,000 円（保険
代など）。京の紅葉の見納め。一
般向け 12㌔。小雨決行。［問］鶴
園（℡  891・6002）

交野市剣道連盟会員募集
　場所は旭小、郡津小、岩船小、
倉治小、妙見坂小、武道館。日時、
入会・月会費は事務局まで。交
野市剣道連盟HP もご覧くださ
い。［問］石倉（℡   892・0219）

太極拳〝幸友会〟初心者歓迎
　毎月①火曜 10時～ 12時、さ
くら丘自治会館②金曜 13時～
16時、ゆうゆうセンター。入会
1,000 円。月 2,000 円。①楊式・
簡化 24式②簡化 24式剣など。
［問］川村（℡  891・4918）

要約筆記「星の会」会員募集
　第 2・4 水曜 10 時～ 12 時、
ボランティアセンター。要約筆
記に興味のある人・難聴者対象。
無料。11月 22日は介護保険を
学ぶ（要予約）。［問］ボランティ
アセンター（℡  ・℻  894・3737）

ひとりで着物が着られるまで！
　毎週土曜 10 時～ 12 時、武
道館。月 2,500 円。一人ずつ丁
寧に、繰り返し着付けの練習が

と 　きと 　き　11月 16日（木）〈小雨中止〉　11月 16日（木）〈小雨中止〉
内　容内　容　星のブランコ、星田の歴史ある場所を散策　星のブランコ、星田の歴史ある場所を散策
対 　象対 　象　市星友クラブ連合会員および市内在住で 60歳以上の人　市星友クラブ連合会員および市内在住で 60歳以上の人
集 　合集 　合　9時に、河内磐船駅改札前ロータリー（解　9時に、河内磐船駅改札前ロータリー（解
散は、星田駅に14時 30分予定）散は、星田駅に14時 30分予定）

持 ち物持 ち物　弁当・飲み物・筆記用具・雨具など　弁当・飲み物・筆記用具・雨具など
※おりひめ健康ポイント対象事業（詳しくは市HP）※おりひめ健康ポイント対象事業（詳しくは市HP）
［ 申・問］［ 申・問］11月 12日（日）までに、同連合会若手部の天野（℡  090・11月 12日（日）までに、同連合会若手部の天野（℡  090・
6600・3538）6600・3538）

第6回市星連健康ウオーキング第6回市星連健康ウオーキング

子付き）。星田在住のイタリア
人のお話。［問］交野市国際交流
協会（℡  893・1113）

晴れ着振袖の着付講習会
　12 月 5 日（火）武道館、6
日（水）幾野集会所、いずれも
10 時～ 12 時。18 歳以上の
女性対象。無料。着付けのポイ
ントを学びませんか。［問］清水
（℡  090・1963・8927）

ママのリフレッシュ肉まん作り
　12月7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］11月 20日10 時～
24日12時までに、Kid'sさぽー
と（℡  090・9865・7724）

参加費
無料

健 康健 康
ポイントポイント

スローピッチソフトボール大会
　10月 8日（日）いきいきラン
ド交野で、市民スポーツデー・
ジョイフルスローピッチソフ
トボール大会が、市内 8地区９
チームが参加して行われまし
た。上位の成績は次のとおり。△

1 位＝星田山手地区△

2 位＝倉治地区△  

3 位＝私市地区Ｂチーム、郡
津地区

妙見東第 7回わたしの作品展
　11月 18日（土）・19日（日）
10時～ 16時、妙見東自治セン
ター。19日は15時まで。無料。
絵画、陶芸、手芸品などを展示。
［問］堀（℡  090・6903・8383）

音楽の花束コンサートVol.24
　11月19日（日）14時〈開演〉、
ゆうゆうセンター。入場料 800
円〈事前予約〉、1,000円〈当日〉、
高校生以下無料。［問］「音夢の会」
の前田（℡  090・2282・0054）

平和を愛する交野五人展
　11 月 21 日（火）～ 23 日
（祝）9時 30 分～ 17 時、青年
の家ロビー。21 日は 10 時か
ら。無料。「平和展実行委員会」
の 5人による展覧会。［問］佐々
木（℡  892・0708）

第47回 交野市テニス大会
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