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※毎月1日の正午、点検のため消防
　サイレンを鳴らします。

おりひめちゃん
作：泉  麗香

人口と火災・救急
10月末の市の人口（前月比）
 人口 77,869人 （+5）
 男 37,582人 （+15）
 女 40,287人 （-10）
 世帯数 32,488世帯 （+26）

10月の火災・救急
火災 0件　救急 308件

いずみ       れいか

善意銀行

△交野市家庭教育学級友の会トライアングルから、1,978円
△(株)栄　交野ガスリビングから、7,200円
△合同会社machiplusから、ホワイトボード1台

2月号の「サークルボード」掲載申込締め切りは、12月28日（金）です。

問＝問い合わせ
 ☎＝電話番号　■申＝申込　
■FAX ＝ファクス番号 の略で、
時間は24時間表記です。

　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、市が保証をするものではありま
せん。保険加入などの詳細は、主催者に問い合わせください。敬称は一部
略して記載しています。

ハイキング
～活動の成果を見てください～
展示・発表会
第10回ラベンダー水彩画展
　水彩画約40点展示。
　12月4日（火）～9日（日）9
時30分～16時30分。最終日
は16時まで。青年の家1階ロ
ビー。無料。
問竹田（892・5180）

リコーダー第10回定期演奏会
　クリスマスのひとときを
ご一緒に。
　12月22日（土）13時30分
開場、14時開演。寝屋川アル
カスホール。要整理券。無料。
問藤田（☎080・9127・3507）

京見山　はりま勝原
　毎日登山の山です。一般向け
11㌔。降水確率60%以上で中止。
　12月22日（土）7時10分。
河内磐船駅集合。2,600円（青
春18きっぷ使用）。
問鶴園(☎891・6002)

点字カレンダー
　ボランティアグループ点訳
「虹の会」が、31年版の点字カ
レンダーを作りました。
希望者に無料で進呈します。
問ボランティアセンター
（☎894・3737）

第18回 北河内
成人のつどい
と　き　1月12日（土）
①10時～12時（守口・寝屋川・
東大阪支援学校出身者）
②13時30分～15時30分（交
野・交野四條畷・枚方支援学校
出身者）
ところ　ゆうゆうセンター
対　象　障がいのある20歳
参加費　1人1,000円
■申・問12月14日（金）までに、
（社福）療育・自立センターす
ばる・北斗福祉作業所（☎
824・4664    824・4767）

　戦争で尊い命を捧げられた犠
牲者への慰霊と、平和・幸せを祈り
ます。
とき・ところ　12月8日（土）
（雨天決行）
①9時30分～、私部会館裏手の忠
魂碑前②10時30分～、倉治墓地戦
没者墓碑群の前
参加費　無料
問市遺族会の山田
（☎090・8145・1378）

交野山
　昨年は雪で頂上まで登れ
ず再挑戦。一般向け12㌔。小
雨決行。
　1月12日（土）9時。河内磐船
駅前集合。200円（保険代）。
問鶴園(☎891・6002)

つるぞの

きょうみやま かつはら

つるぞの

たけだ

～一緒に活動しませんか？～
仲間募集
社交ダンス　ミルキーウェイ
　プロの先生の指導のもと、
一緒に楽しみませんか。
　毎週月曜日10時～11時30
分。交野会館（郡津駅前）。入会
1,000円。月3,000円。
問島田（090・2108・9638）

かたの写真同好会　会員募集中
　かたの写真同好会で、写真
を楽しみませんか。
　毎月第3日曜日9時30分～
12時。青年の家。年3,000円。
問松本（☎891・2988）

しまだ

まつもと

ふじた

サウンド会 社交ダンス交流会
　巡りあい。リボン有り。茶菓子・
フルーツ付き。
　12月2日（日）13時10分～16
時40分。ゆうゆうセンター。800
円。
問畑中（☎090・4648・1775）

はたなか

笑いヨガ　ヒフミチャン
　笑っていれば、心も身体も軽く
なる。
　12月6日（木）・20日（木）13時
30分～15時。交野会館（郡津駅
前）。各500円。
問岡田（☎080・2411・6105）

おかだ

クリスマスのおくりもの
　12月8日（土）13時30分開演。
大東市立文化ホール。大人500
円、子ども・障がい者300円。
問加藤（☎893・3739）

かとう

やまだ

かたのカンヴァス2018開催
　交野おりひめ大学。かたの環境
講座同時開催。
　12月8日(土）・9日（日）。大阪市
立大学理学部附属植物園。100
円～。
問山田（☎090・7880・5448）

まつい

おおさわももよ

くもかわ

交野の歴史を知ろう
　私市周辺を散策しましょう。要
申込。
　12月9日（日）10時30分出発。
私市駅集合。無料。
問支援センターみのり（☎893・
9511）

絵本選び、迷っていませんか？
　かたの子ども文庫連絡会の講
座。講師大澤百世。保育無。
　12月11日（火）10時～12時。倉
治図書館。無料。
問松井（☎893・5562）

※関連記事は8～10ページ

※１２月は年末につき、申込締切日が早くなっておりますので、ご注意ください。 活動日
～イベント・催しのお知らせ～

心の病を抱えた家族の方々集合
　心の病で悩んでいる家族の
方々、参加を。
　12月12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。
問雲川（☎891・0884）

なかの

あしたへ！
　発達障がい等気になる人、お話
しませんか。
　12月13日（木）10時～12時。い
きいきランド交野。100円。
問中野（☎891・9040）

いわい

第3回いきいき子育ての会
　クリスマス工作と簡単ポイン
ト年末エコ掃除。
　12月18日（火）10時～12時。武
道館。200円。
問岩井（☎090・8056・9084）

包丁、ハサミ研ぎ
　切れなくなった家庭用の包丁、
ハサミの研ぎ。
　12月19日（水）・20日（木）10時
～14時。市役所別館前。品物によ
り300～800円。
問代永（☎892・8568）

てらしま

スポーツ吹矢無料体験
　健康に良い吹矢。一度体験して
みませんか。
　12月15日（土）9時30分～12
時。いきいきランド交野。
問寺島（☎090・2116・0054）

よなが

廃食油回収
　使い終わった油、期限切れの油
の回収です。
　12月15日（土）9時30分～10
時30分。市内17か所。無料。
問代永（☎892・8568）

ふじたに

ありがとう笑いヨガクラブ交野
　笑って心と体が元気。子ども大
人誰でも参加可。
　12月15日（土）13時30分～15
時。ゆうゆうセンター。500円。
問藤谷（☎090・3038・5085）

まつもと

よなが

やまだ

かたの写真同好会・12月例会
　例会見学大歓迎。気軽にお越し
ください。
　12月16日（日）9時30分～12
時。青年の家。無料。
問松本（☎891・2988）

なかもと

クリスマスダンスパーティ
　巡りあい、ミニデモあり。ミニ
お寿司付き。
　12月16日（日）12時30分～16
時。ゆうゆうセンター。800円。
問中元（☎090・1672・3233）

よこやま

クリスマス親子パン教室
　12月22日（土）9時～12時。ゆう
ゆうセンター。親子で3,000円、兄
弟1,000円。小学4年生以上一人参
加可。申し込みは18時以降。
問横山（☎090・3999・5973）

いとう

ひけるよ！ピアノ！
　45分のグループ別。弾ける楽し
さを感じよう。
　12月25日（火）9時30分～11時
45分。青年の家。1回1,000円。
問伊藤（☎050・5240・4383）

むらた

おく

むら あおき

初歩き・鮎返しの滝と磐船神社
　1月2日（水）9時～12時。私市駅
集合。案内は高尾秀司氏。200円（資
料代）。
問交野古文化同好会の村田（☎
892・2326）

ばん

たかおひでし

交野社交ダンス同好会パーティー
　会員のフォーメーション。講師奥
村・青木組デモ等。
　1月13日（日）13時～16時15分。
ゆうゆうセンター。1,500円。
問伴（☎090・9984・2296）

　社会福祉協議会の善意銀行
では、皆様からの善意（金銭・物
品）の預託を受け、各種福祉活
動に役立てています。

平和の祈りと
慰霊の集い


