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かたの写真同好会・春の写真展
　2月 6日（火）～ 11日（祝）9
時 30分～ 16時 30分、青年の家
ロビー。11日は16時まで。無料。
今年最初の写真展。会員募集中。
［問］松本（℡  891・2988）

交野水彩画会・如月展
　2 月 13 日（火）～ 18 日（日）
9時 30分～ 16時 30 分、青年の
家ロビー。18日は 16時まで。無
料。会員の作品約 40 点を展示し
ます。［問］森西（℡  891・3883）

植物園写真展
　2月22日（木）～3月6日（火）
9時 30分～16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）。園内の
写真募集。［問］同園（℡  891・2059）

かたすい第 21回定期演奏会
　3月 4日（日）14時〈開演〉、星
の里いわふね。無料。ひまわりの
約束、ウエストサイドストーリー
セレクション他。［問］かたすい事
務局（℡  891・9855）

4月号の「サークルボード」掲載申込締め切りは、2月28日（水）です

人口と火災・救急
12 月末の市の人口（前月比）

人　口 77,899 人（+35）
男 37,603 人（+20）
女 40,296 人（+15）

世帯数 32,198 世帯（+23）

12 月の火災と救急
火災 2件 救急 294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。

笑いヨガ　ヒフミチャン
　2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です。［問］岡
田（℡  080・2411・6105）

はなきんくらぶ
　2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（喫茶有
料）。カラオケ・囲碁など。豊年福
祉会。［問］浜崎（℡  894・1798）

視覚障害者の友愛サロン
　2月8日（木）13時～14時15分、
ゆうゆうセンター。無料。市職員に
よる医療費自己負担額変更説明会、
視覚障がい者が分かる市郵便物の
検討会。［問］山﨑（℡  891・9265）

月輪の滝から獅子窟寺の修験道
　2月 10日（土）9時、私市駅前
集合〈12 時まで・健脚コース〉。
200円（資料代）。拝観料は自己負
担。古文化同好会の歴史ウオーク。
［問］村田（℡  892・2326）

心の病を抱えた家族の方々集合
　2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！
　2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）

ありがとう笑いヨガクラブ交野
　2月 17 日（土）13 時 30 分～
15時、ゆうゆうセンター。500円。
笑いと深呼吸を合わせた健康体
操。楽で楽しい。［問］藤谷（℡  090・
3038・5085）
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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

▷ ナルクいわふねクラブから、5,000
円
▷  S34 年卒交野中学同窓会から、
1万 9,812 円

▷ 千成ヤクルト販売㈱から、ヤク
ルトラーメン 450食

丹波七福神（亀岡）
　2月24日（土）7時 44分、交野
市駅集合。2,000円（保険代など）。
七福神を巡ります。一般向け平地
13㌔。［問］鶴園（℡  891・6002）

兼六園散策
　3月 10 日（土）6時 40 分、河
内磐船駅集合。2,600 円（青春
18きっぷ使用）。春を感じるかな。
一般向け 8㌔。小雨決行。［問］鶴
園（℡  891・6002）

廃食油回収
　2月17日（土）9時 30分～10
時 30分、市内18か所（広報かた
の29年 4月号参照）。無料。使い
終わった油、期限切れの食用油の回
収です。［問］代永（℡  892・8568）

かたの写真同好会・2月例会
　2 月 18 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］
松本（℡  891・2988）

消費生活問題研究会の「講演会」
　2月21日（水）13時、ゆうゆうセ
ンター。無料。当日先着70人。「遺伝
子組み換えやゲノム編集など最新
情報」。［問］代永（℡  892・8568）

江戸時代の水争いの古文書解説
　2月24日（土）10時～12時、青
年の家。200円（資料代）。講師は西
川哲矢さん。参加自由。古文化同好会
の勉強会。［問］村田（℡  892・2326）

ウメの観察会
　2 月 24 日（土）13 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）。
ウメの観察と解説付きです。［問］
同園（℡  891・2059）

童謡を歌って元気アップしよう
　2月26日（月）13時～14時30分、
いきいきランド交野。1,000円。懐か
しい歌をみんなで気軽に歌いましょ
う。［問］小澤（℡  090・7103・4793）

市民卓球体験デイ
　3 月 17 日（土）9 時～ 13 時、
いきいきランド交野。小学生以上
の市内在住・在勤・在校者対象。
無料。基本指導と応用。上靴持参。
［問］鶴谷（℡  090・2191・1597）

交野市書道同好会
　毎月第 2・4 火曜（9時 30 分、

　「子ども・子育て総合相談窓口」に
ついては、2・3㌻をご覧ください。
［問］子育て支援課（℡  893・6406）

　　包丁・ハサミ研ぎ
　切れなくなった家庭用包丁、ハサミを研ぎます。
と 　き　2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）

第 28回　春をよぶみんなのコンサート
　北河内の作業所や施設などの仲間が一堂に集い、演奏発
表やカラオケなどを楽しみ、交流を深める音楽会です。誰で
も参加できますので、気軽にお越しください。
と　き　2月 24日（土）12時～ 15時〈入場無料〉
ところ　門真市民文化会館　ルミエールホール
［ 問］特定非営利活動法人ようき・すなお会（℡  06・6993・5343）

第 47回交野市卓球連盟杯
　12月3日（日）いきいきランド交

野で、延べ171人が参加して行われ
ました。優勝者は次のとおり。敬称略。
▷混合W　道廣和暉・新居志津
▷男子S　髙尾昌樹
▷女子S　新居志津
▷中学生男子S1年　牧歩空
▷中学生女子S1年　小野花鈴
▷中学生男子S2年　坂本和輝
▷中学生女子S2年　白川香乃

13時 30 分）・水曜（13時 30 分、
18時）、青年の家。各2時間。大人
で初心者対象。入会 2,000円。月
3,800円。［問］生田（℡  891・0138）

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。小学校 1～ 6
年生対象。月 1,800 円。毛筆・硬
筆。［問］生田（℡  891・0138）

コール・ポコ（女声合唱団）
　毎週金曜 9 時 50 分
～12時、青年の家。女性
対象。入会 1,000 円。月
3,000円。幸せを感じる練習。笑顔で
帰れるよ。［問］田中（℡  892・1930）

交野市視覚障害者福祉会
　毎月第2木曜10時 40分～15
時、ゆうゆうセンター。目の不自
由な人対象。半年 1,000 円。新聞
が読みづらくなった人、当会にご
相談を。［問］山﨑（℡  891・9265）

交野水彩画会　会員募集
　毎月第 1・3火曜 9時 30 分～
12時、青年の家（戸外あり）。上・
下期各 4,000 円。一緒に楽しみま
しょう。［問］森西（℡  891・3883）

交野手打ちそば工房
　毎月第 4 日曜 11 時～ 14 時、
私部会館。1 回 2,500 円（そば
粉代など）。定員 25 人。［問］後藤
（℡  893・3484）

社交ダンス同好会
　毎週土曜 13 時～ 16 時 30 分、
星田出張所。入会 2,500 円。月・
初級 3,000 円、中級 4,000 円。発

表会は、2 月 4 日 13 時～ 16 時
15分、ゆうゆうセンター。［問］近
藤（℡  893・1387）


