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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
1月末の市の人口（前月比）
 人口 77,884人 （－17）
 男 37,592人 （－20）
 女 40,292人 （+3）
 世帯数 32,568世帯 （+19）

1月の火災・救急
火災 2件　救急 350件

いずみ       れいか

善意銀行

5月号の「サークルボード」掲載申込締め切りは、3月29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。

一緒に朝活しましょう
　正しい歩き方で楽しく健康づ
くり。雨天中止。
　3月の毎週水曜日。7時～8時。
いきいきランド交野。無料。
問今川（☎090・6822・3971）

いまがわ

笑いヨガ　ヒフミチャン
　笑って免疫力アップ。体・心・脳
が大喜び。
　3月7日（木）13時30分～15時。
交野会館（郡津駅前）。500円。
問岡田（☎080・2411・6105）

はなきんくらぶ
　カラオケ・囲碁・将棋など。社福
豊年福祉会。
　3月8日・22日（金）14時～16
時。ホーム明星。市内在住の60歳
以上対象。無料（喫茶は有料）。
問浜崎（☎894・1798）

はまざき

大仏鉄道遺構を探訪
　古文化同好会の歴史ウオーク。
参加自由。弁当持参。
　3月9日（土）9時～15時。河内
磐船駅集合。200円（資料代）。拝
観料は自己負担。
問村田（☎892・2326）

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。
　3月10日（日）・18日（月）13時
～16時。いきいきランド交野。無
料。
問寺島（☎090・2116・0054）

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。
　3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。
問雲川（☎891・0884）

活動日

あしたへ！
　発達障がいなど気になる人、お
話ししませんか。
　3月14日（木）10時～12時。い
きいきランド交野。100円。
問中野（☎891・9040）

童謡・唱歌・懐かしの歌を歌う体験会
　身体を使った発声と脳トレ効
果で楽しく元気に。
　3月14日（木）10時～12時。青
年の家。500円。
問前田（☎090・2282・0054）

交野古文化同好会のHP大公開
　古文化同好会の勉強会。参加自
由。講師は立花昇会長。
　3月23日（土）10時～12時。青
年の家・学びの館。200円（資料
代）。
問村田（☎892・2326）

映画会・ぞう列車がやってきた
　3月24日（日）①10時②13時
30分。ゆうゆうセンター。一般
300円。高校生以下と障がい者は
150円。未就学児無料。
問久保（☎892・3329）

ありがとう笑いヨガクラブ交野
　笑って筋力・免疫力アップ。笑
いは有酸素運動です。
　3月16日（土）13時30分～15
時。ゆうゆうセンター。500円。
問藤谷（☎090・3038・5085）

憲法とくらしを考える学習会
　「水道民営化とくらし」。講師は
植本さん。
　3月16日（土）14時。青年の家。
500円。
問松村（☎892・4938）

小さなお箏　無料体験会
　和楽器が手軽に楽しめます。
　3月20日（水）10時。青年の家。
初心者対象。無料。
問金子（☎080・4569・3030）
春休み親子パン教室
　持ち物エプロン・三角巾・布巾
2枚・ハサミ・お盆。
　3月23日（土）9時～12時。ゆう
ゆうセンター。親子で3,000円。
問横山（☎090・3999・5973）

童謡を歌って元気アップしよう
　楽譜が読めなくても大丈夫。楽し
く歌いましょう。
　3月25日（月）13時～14時30分。
いきいきランド交野。1,000円。
問小澤（☎090・7103・4793）

　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。
△(株)栄交野ガスリビングか
ら、8,000円
△千成ヤクルト販売株式会社
から、車いす1台

と　き　毎週月・木曜日の17時～
19時
ところ　交野警察署　柔剣道場
（倉治1-40-1）
対　象　小学3年生～中学3年生
■   申・■ 問 3月1日（金）～31日（日）の平
日に、交野警察署生活安全課少年
係（☎891・1234）

少年柔剣道練習生の募集

と　き　4月7日（日）8時～17時
〈雨天時は14日（日）〉
ところ　私部公園テニスコート
対　象　市内在住・在勤・在学者
参加費　1組2,000円（種目ダブル
ス：一般男子・一般女子・45歳男子・
45歳女子・55歳男子・55歳女子・
ミックス）
■申3月28日（木）までに、青年の家
（☎892・7721）
問村田（☎090・9982・3930）

市長杯争奪テニス大会

交野市茶華道協会ロビー展
　茶席は3月14日（木）・15日（金）10
時30分～15時30分。お茶券200円。
　3月12日（火）～17日（日）9時30分
～16時30分。12日は12時～15時30
分。青年の家。
問矢寺（☎895・5955）
第26回定期演奏会
　誰もが楽しめる曲なので、ぜひ
来てください。
　3月24日（日）開場13時。開演13
時30分。星の里いわふね。無料。
問交野高校吹奏楽部（☎891・
9251）

展示・発表会
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郡津にぎわい感謝祭
　3月31日（日）11時～15時。郡津
公民館横。無料。駐車場無し。
問郡津商工会（☎894・0687）

第40回交野オープン卓球大会
　種目は年齢別の混合W、男女別
W。申込締切は、3月17日（日）。
　4月13日（土）9時～17時。いき
いきランド交野。1組2,000円。
問讃岐谷（☎892・8723）

さぬきや

謡曲・仕舞（能楽）発表会
　楊貴妃、隅田川、鵜飼など謡と
仕舞の発表。
　3月31日（日）10時～16時。私部
会館。無料。
問冨田（☎891・2526）
弥生展
　ぜひ、観に来てください。会員
も募集しています。
　3月26日（火）～31日（日）9時
30分～16時30分。青年の家ロ
ビー。無料。
問南郷（☎090・7091・3021）

八幡市ながれ橋から競馬場
　春を感じ、木津川歩き。一
般向け11㌔。小雨決行。
　3月23日（土）8時30分。交野
市駅。800円。
問鶴園(☎891・6002)

見て観て歩こう会（春の草花）
　くろんど園地、春の草花観
察。雨天中止。
　4月6日（土）9時30分。私市
駅前集合。無料。
問交野自然の杜クラブの富永
（☎090・2359・5091）

つるぞの

ハイキング

北嵯峨　千代の古道
　古墳と池巡り。一般向け8
㌔。降水確率60％以上で中止。
　4月13日（土）8時30分。交
野市駅。2,000円（保険含む）。
問鶴園(☎891・6002)
つるぞの

とみなが

ふじたに

やでら

とみた

なんごう

仲間募集
交野市卓球連盟
　日時など変更の場合あり｡
　水曜日9時30分～13時｡日
または土曜日13時～17時｡い
きいきランド交野｡入会1,000
円｡年14,000円｡学生3,000
円。
問鶴谷（☎090・2191・1597）
交野市剣道連盟
　同連盟ホームページもご覧
ください。
　日時や会費等は事務局へ。
旭小・郡津小・岩船小・倉治小・
妙見坂小・武道館。
問石倉（☎892・0219）

国際交流・外国語で自己実現
　交野の国際化を目指し、一
緒に活動しませんか。
　随時開催。交野会館。入会
1,000円。年2,000円。
問国際交流協会（☎894・1113）
交野自然の杜クラブ
　くろんど園地に咲く花を調
べ楽しみませんか。
　毎月第4月曜日9時30分～15
時30分。私市駅前集合。年500円。
問富永（☎090・2359・5091）
ピアノを弾いて楽しみましょう
　初心者も安心。音楽のある
生活で心も豊かに。
　毎月2回。①火曜日②木曜
日。15時～15時45分。青年の
家。①幼児、小学生対象。②大人
対象。月3,000円。
問伊藤（☎050・5240・4383）
大正琴を始めてみませんか
　初心者は基礎から練習しま
す。見学・体験あり。
　月2回第1・3木曜日午前。青年
の家。月2回金曜日午後。いきい
きランド交野。月3,000円。
問坂山（☎090・5893・0660）

交野フットボールクラブ
　中学生も募集しています。
　①日曜9時②日曜と平日（2
回）。私部公園・二中・旭小。幼
稚園児以上対象。入会2,000
円。月①1,500円②3,000円。
問近田（☎080・5330・1367）
二水会水彩画同好会
　楽しく水彩画を描きません
か。ぜひ見学を。
　毎月第2・4水曜日。9時30分～
12時。青年の家。半年6,000円。
問永田（☎891・7103）
インディアカ体験教室開催
　運動できる服・靴持参。
　4月から毎週金曜日9時30
分～12時。計8回。青年の家。市
内在住・在勤で18歳以上の女
性対象。1回200円。
問江口（☎090・6820・2076）

つるたに

いしくら

ちかだ

ながた
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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
1月末の市の人口（前月比）
 人口 77,884人 （－17）
 男 37,592人 （－20）
 女 40,292人 （+3）
 世帯数 32,568世帯 （+19）

1月の火災・救急
火災 2件　救急 350件

いずみ       れいか

善意銀行

5月号の「サークルボード」掲載申込締め切りは、3月29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。

一緒に朝活しましょう
　正しい歩き方で楽しく健康づ
くり。雨天中止。
　3月の毎週水曜日。7時～8時。
いきいきランド交野。無料。
問今川（☎090・6822・3971）

いまがわ

笑いヨガ　ヒフミチャン
　笑って免疫力アップ。体・心・脳
が大喜び。
　3月7日（木）13時30分～15時。
交野会館（郡津駅前）。500円。
問岡田（☎080・2411・6105）

はなきんくらぶ
　カラオケ・囲碁・将棋など。社福
豊年福祉会。
　3月8日・22日（金）14時～16
時。ホーム明星。市内在住の60歳
以上対象。無料（喫茶は有料）。
問浜崎（☎894・1798）

はまざき

大仏鉄道遺構を探訪
　古文化同好会の歴史ウオーク。
参加自由。弁当持参。
　3月9日（土）9時～15時。河内
磐船駅集合。200円（資料代）。拝
観料は自己負担。
問村田（☎892・2326）

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。
　3月10日（日）・18日（月）13時
～16時。いきいきランド交野。無
料。
問寺島（☎090・2116・0054）

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。
　3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。
問雲川（☎891・0884）

活動日

あしたへ！
　発達障がいなど気になる人、お
話ししませんか。
　3月14日（木）10時～12時。い
きいきランド交野。100円。
問中野（☎891・9040）

童謡・唱歌・懐かしの歌を歌う体験会
　身体を使った発声と脳トレ効
果で楽しく元気に。
　3月14日（木）10時～12時。青
年の家。500円。
問前田（☎090・2282・0054）

交野古文化同好会のHP大公開
　古文化同好会の勉強会。参加自
由。講師は立花昇会長。
　3月23日（土）10時～12時。青
年の家・学びの館。200円（資料
代）。
問村田（☎892・2326）

映画会・ぞう列車がやってきた
　3月24日（日）①10時②13時
30分。ゆうゆうセンター。一般
300円。高校生以下と障がい者は
150円。未就学児無料。
問久保（☎892・3329）

ありがとう笑いヨガクラブ交野
　笑って筋力・免疫力アップ。笑
いは有酸素運動です。
　3月16日（土）13時30分～15
時。ゆうゆうセンター。500円。
問藤谷（☎090・3038・5085）

憲法とくらしを考える学習会
　「水道民営化とくらし」。講師は
植本さん。
　3月16日（土）14時。青年の家。
500円。
問松村（☎892・4938）

小さなお箏　無料体験会
　和楽器が手軽に楽しめます。
　3月20日（水）10時。青年の家。
初心者対象。無料。
問金子（☎080・4569・3030）
春休み親子パン教室
　持ち物エプロン・三角巾・布巾
2枚・ハサミ・お盆。
　3月23日（土）9時～12時。ゆう
ゆうセンター。親子で3,000円。
問横山（☎090・3999・5973）

童謡を歌って元気アップしよう
　楽譜が読めなくても大丈夫。楽し
く歌いましょう。
　3月25日（月）13時～14時30分。
いきいきランド交野。1,000円。
問小澤（☎090・7103・4793）

　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。
△(株)栄交野ガスリビングか
ら、8,000円
△千成ヤクルト販売株式会社
から、車いす1台

と　き　毎週月・木曜日の17時～
19時
ところ　交野警察署　柔剣道場
（倉治1-40-1）
対　象　小学3年生～中学3年生
■   申・■ 問 3月1日（金）～31日（日）の平
日に、交野警察署生活安全課少年
係（☎891・1234）

少年柔剣道練習生の募集

と　き　4月7日（日）8時～17時
〈雨天時は14日（日）〉
ところ　私部公園テニスコート
対　象　市内在住・在勤・在学者
参加費　1組2,000円（種目ダブル
ス：一般男子・一般女子・45歳男子・
45歳女子・55歳男子・55歳女子・
ミックス）
■申3月28日（木）までに、青年の家
（☎892・7721）
問村田（☎090・9982・3930）

市長杯争奪テニス大会

交野市茶華道協会ロビー展
　茶席は3月14日（木）・15日（金）10
時30分～15時30分。お茶券200円。
　3月12日（火）～17日（日）9時30分
～16時30分。12日は12時～15時30
分。青年の家。
問矢寺（☎895・5955）
第26回定期演奏会
　誰もが楽しめる曲なので、ぜひ
来てください。
　3月24日（日）開場13時。開演13
時30分。星の里いわふね。無料。
問交野高校吹奏楽部（☎891・
9251）

展示・発表会
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郡津にぎわい感謝祭
　3月31日（日）11時～15時。郡津
公民館横。無料。駐車場無し。
問郡津商工会（☎894・0687）

第40回交野オープン卓球大会
　種目は年齢別の混合W、男女別
W。申込締切は、3月17日（日）。
　4月13日（土）9時～17時。いき
いきランド交野。1組2,000円。
問讃岐谷（☎892・8723）

さぬきや

謡曲・仕舞（能楽）発表会
　楊貴妃、隅田川、鵜飼など謡と
仕舞の発表。
　3月31日（日）10時～16時。私部
会館。無料。
問冨田（☎891・2526）
弥生展
　ぜひ、観に来てください。会員
も募集しています。
　3月26日（火）～31日（日）9時
30分～16時30分。青年の家ロ
ビー。無料。
問南郷（☎090・7091・3021）

八幡市ながれ橋から競馬場
　春を感じ、木津川歩き。一
般向け11㌔。小雨決行。
　3月23日（土）8時30分。交野
市駅。800円。
問鶴園(☎891・6002)

見て観て歩こう会（春の草花）
　くろんど園地、春の草花観
察。雨天中止。
　4月6日（土）9時30分。私市
駅前集合。無料。
問交野自然の杜クラブの富永
（☎090・2359・5091）

つるぞの

ハイキング

北嵯峨　千代の古道
　古墳と池巡り。一般向け8
㌔。降水確率60％以上で中止。
　4月13日（土）8時30分。交
野市駅。2,000円（保険含む）。
問鶴園(☎891・6002)
つるぞの

とみなが

ふじたに

やでら

とみた

なんごう

仲間募集
交野市卓球連盟
　日時など変更の場合あり｡
　水曜日9時30分～13時｡日
または土曜日13時～17時｡い
きいきランド交野｡入会1,000
円｡年14,000円｡学生3,000
円。
問鶴谷（☎090・2191・1597）
交野市剣道連盟
　同連盟ホームページもご覧
ください。
　日時や会費等は事務局へ。
旭小・郡津小・岩船小・倉治小・
妙見坂小・武道館。
問石倉（☎892・0219）

国際交流・外国語で自己実現
　交野の国際化を目指し、一
緒に活動しませんか。
　随時開催。交野会館。入会
1,000円。年2,000円。
問国際交流協会（☎894・1113）
交野自然の杜クラブ
　くろんど園地に咲く花を調
べ楽しみませんか。
　毎月第4月曜日9時30分～15
時30分。私市駅前集合。年500円。
問富永（☎090・2359・5091）
ピアノを弾いて楽しみましょう
　初心者も安心。音楽のある
生活で心も豊かに。
　毎月2回。①火曜日②木曜
日。15時～15時45分。青年の
家。①幼児、小学生対象。②大人
対象。月3,000円。
問伊藤（☎050・5240・4383）
大正琴を始めてみませんか
　初心者は基礎から練習しま
す。見学・体験あり。
　月2回第1・3木曜日午前。青年
の家。月2回金曜日午後。いきい
きランド交野。月3,000円。
問坂山（☎090・5893・0660）

交野フットボールクラブ
　中学生も募集しています。
　①日曜9時②日曜と平日（2
回）。私部公園・二中・旭小。幼
稚園児以上対象。入会2,000
円。月①1,500円②3,000円。
問近田（☎080・5330・1367）
二水会水彩画同好会
　楽しく水彩画を描きません
か。ぜひ見学を。
　毎月第2・4水曜日。9時30分～
12時。青年の家。半年6,000円。
問永田（☎891・7103）
インディアカ体験教室開催
　運動できる服・靴持参。
　4月から毎週金曜日9時30
分～12時。計8回。青年の家。市
内在住・在勤で18歳以上の女
性対象。1回200円。
問江口（☎090・6820・2076）

つるたに

いしくら

ちかだ

ながた

えぐち

とみなが

さかやま

いとう
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