
仲間と一緒に趣味を楽しむ
● 交野市の登録団体（サークル、同好会）のご紹介 ●

問合せ：社会教育課

染め花　/ 　押し花
染花フランボワーズ

花や葉の形にカットして染めた白い布を、一枚一枚コテで形をつけ、オールハンドメイ
ドの造花を作ります。自然の草花を愛でるため、旅行や食事をしたりして、コサージュ
やブーケなどの創作を楽しんでいます。

絵 画 ①
交野洋画同好会

油彩、水彩、パステル画など。年4回程度屋外でのスケッチを実施しています。完成作
品は年3回青年の家ロビーで作品展を行っています。初心者の方には経験豊富な会員が
丁寧に教えます。世話役を毎年交代し、みんなで協力しあい、会を運営しています。

交野水彩画会

屋内での人物、果物、野菜、静物の写生、屋外写生など。バスツアーや年3回の展示会
など、会員同士楽しく取り組んでいます。初心者からベテランまで幅広く在籍しており、
気軽に参加できます。また、外部の公募などにも参加しています。

交樹会

水墨画の創作グループ。日本南画院副会長の指導を受け研究、創作に取り組んでいま
す。展覧会などにも出展。初心者の方にも丁寧に指導致します。

※新規会員募集中の団体のみの掲載です。

※新規会員募集中の団体のみの掲載です。
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パステル画同好会

パステル画は描き始めると楽しく、初心者から上級者まで誰でも取り組める手軽な画材
です。ロビー展や文化祭などで作品を発表、教室では月２～３回野外写生を楽しんでい
ます。興味ある方ぜひご参加下さい。

絵 画 ②

大正琴合奏サークル アンサンブル桜

大正琴とは、張ってある糸をピックで弾き、もう片方の指で番号のボタンを押して音楽
を奏でる楽器です。教室では主に合奏の練習をしており、師範の指導もあり、琴の音色
に癒されながら楽しく練習しています。初心者の方も基礎から学んで頂けます。

大 正 琴

交野市茶華道協会

各流派の師範及び教授、資格認定者が参加。文化祭やロビー展での花の展示、掛け釜、
御茶席、ゆうゆうセンターのロビーにお花の奉仕をしています。活動は不定期ですので
お問い合わせ下さい。

華 　道

交野市詩吟研究会（翠川会）

漢詩に節をつけて歌います。口の運動と腹式呼吸で大きな声での滑舌の練習など、のど
を使わずお腹で吟じます。難しいと敬遠されがちですが、健康にも良いとされており、
慣れると楽しくなります。一度見学にいらしてください。

関西吟詩文化協会　攝友会・北攝支部・交南分会

詩吟サークル。先生と共に楽しく吟じ、大声と腹式呼吸で脳を活性化させ、ボケ防止に
努めています。数々の大会やまつり等に参加し、発表する機会もあります。

東山流交野吟詠会

詩吟の稽古。週２回、１０時～15時まで練習できます。他の教室との合同で大会や発表
会など、詩吟を披露する機会もあります。漢詩を吟じますので勉強になり、大声で発声
するので健康にも大変良いです。

詩 　吟

※新規会員募集中の団体のみの掲載です。
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デジカメ同好会

会員全員が先生で生徒、みんなで楽しく写真技術を伸ばす。わいわいと楽しく老後の健
康を維持を目標にしています。

かたの写真同好会

写真撮影が好きな仲間が集まって、月一回の講評会、年４回程度の撮影会、ロビー展や
文化祭での作品発表など行っています。会員相互で撮影を楽しみ、親睦を図りながら写
真技術の向上を目指しています。

カメラ

交野市書道同好会

個人の個性を生かしながら筆法の基礎を学び、様々な書体の作品を会員同士和気あいあ
いと楽しく書いています。うまく書こうとしないで楽な気持ちで気軽に楽しくがモット
ーです。

書　道

表装同好会

自分の書いた「書」「画」等を自分の手で表装し掛け軸を作っています。他に色紙掛、
短冊掛、ハガキ掛などの製作、現代住まいに合う掛け軸など自分たちで考えて創作して
います。興味のある方はぜひお問い合わせ下さい。

表　装

交野市囲碁同好会

囲碁を楽しみながら棋力向上を目指し、会員相互の親睦を図る事を目的としています。
初心者から高段者までおられるので、自分のレベルにあった方と対戦し囲碁を楽しむ事
が出来ます。春秋には親睦会を兼ねての囲碁大会とリーグ戦を実施しています。

囲　碁

交野ステンドグラス同好会

木曜・金曜クラスがあり、小物から制作し、和気あいあいとコミュニケーションをとり
ながら同じクラスの方々が親切に指導していきます。クラスにはお好きな曜日、時間帯
が選べます。

ステンドグラス

※新規会員募集中の団体のみの掲載です。 30



交野陶芸研究会

伝統ある吉向焼窯元（私市）の指導の下、茶碗、花瓶、置物などの作成を楽しんでいま
す。作品は北河内陶芸展と文化祭に出展する機会があります。童心に帰って粘土をこ
ね、出来上がった作品で人生を豊かにしたい方、大歓迎です。

交野陶芸教室

平均月１０回程度、参加自由の作陶です。会員相互で陶芸技術を研究し、初心者にはベ
テランが丁寧に教えます。年２～３回の展示会で作品発表の機会があります。初心者の
方大歓迎です。

陶 　芸

和装技術研究会 着物着付け教室

着物の大好きな仲間が集まって、自分に合った着付けやスタイルを勉強し、京都などへ
気軽に着物を着てお出かけしています。

着物着付同好会A / B

着物初心者の方に振袖、留袖の着付けができるまでを段階を踏んで懇切丁寧に指導して
います。一人で着られるようになれば、着物を着てお出かけしています。一人で着られ
るようになるまで、繰り返し何度でも学べる会です。

着 　物

とくさ会

伝統工芸である組紐を、現代風にベルト、アクセサリーなどにもして楽しんでいます。
時間を忘れ、楽しんで活動しています。

組 　紐

交野俳句会

毎月講師による添削指導、（添削は郵送で。句会は会員のみで行っています）勉強会、
年２回の吟行など。年一回、先生に指導を受けています。文化祭での展示発表を目標
に、俳句を通じて教養を高め、会員相互の親睦を図っています。

俳 　句

※新規会員募集中の団体のみの掲載です。
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福寿扇会（寿美典会 分会）

古典から盆踊りまで施設訪問、文化祭、盆踊りなどに参加しています。

舞 　踊

ママブラス・ティアラ

子ども連れでも吹奏楽を楽しみたい！との思いで結成されました。文化祭、イベント
などに参加しています。ブランクがある方、初心者の方でも大歓迎、赤ちゃん連れで
も大丈夫です。ぜひ一緒に吹奏楽を楽しみましょう！ぜひ見学にいらして下さい。

アンサンブルかたすい

交野の街の吹奏楽です。楽器や音楽好きの幅広い年齢層の仲間が集まって、楽しんで活
動しています。毎年３月の演奏会の他、交野市内外のイベントに多数参加しています。
楽器経験がある方、ぜひ一度見学にいらしてください。

吹 奏 楽

美弥祥 (みやさち) 会

民謡、三味線、津軽三味線、民謡太鼓など。初心者の方から丁寧に個人レッスンを行っていま
す。個々に合わせたスピードで習う事ができ、団体で舞台に出る時は、自分のできる所だけの
参加となります。何歳になってもできる趣味として、協力し合って楽しく活動しています。

佳彰(すみよし)会

民謡、三味線など。年１回のおさらい会をしています。初心者の方大歓迎で、和やかな
雰囲気の中活動しています。デイハウスや文化祭などで発表の機会があります。

大阪民踊 ふじ美会

日本の民踊、舞踊、ふるさとの盆踊りなど。踊りを通して、考える力、学ぶ力、頭の運動など
し、楽しく活動しています。

交野交謡会

謡曲、仕舞のサークル。初心者の方からベテランの方まで幅広いキャリアの方々が楽しく
活動しています。各地の能楽堂や私部会館などで謡曲や仕舞の大会も実施しています。

民 謡  /  三 味 線

※新規会員募集中の団体のみの掲載です。 32



大阪友の会

『適量を考える生活』を目標に、衣・食・住・家計、子どもの事など生活全般にわたる
勉強会を行っています。

交野古文化同好会

毎月１回の歴史ウォークと勉強会を行っています。年２回の会報誌発行、正月には会員
同士の初歩き、小学生対象のかるた大会主催や文化祭出品、市民への注連縄、藁・布草
履の指導、無縁墓の清掃などを行っています。（年会費2,000円）

交野市消費生活問題研究会

市民に今伝えるべき事を考えまとめて生活店に向け発表、年代が幅広くまとめる事も話
し合いの場が持てます。月２回の定例会、包丁、ハサミ研ぎ、廃油回収、味噌作り、啓
発活動などを行っています。

勉 強 会

社交ダンス すずらん会

健康維持に最適です。元気で楽しくをモットーに、少人数で専任の講師による指導の下
活動しています。

あいあいサークル

社交ダンスサークル。楽しく和気あいあいと、健康にがモットーです。文化祭やクリス
マスパーティーでの発表を目標に活動しています。

フラ ハラウ Luana

フラダンスを習得する事で心身の健康を保ちながら会員同士の親睦を図っています。文
化祭やグループホーム、デイサービス、夏祭りなどボランティアで参加しています。笑
顔で楽しくをモットーに、優しく指導致します。ぜひ一度見学にいらして下さい。

ダ ン ス

交野男のグルメ同好会

男による男の料理を目指しています。初心者向けで、プロの先生の指導の下料理を基礎
から学べる教室と、教室卒業生によりすべて自分たちで活動していく同好会がありま
す。文化祭では毎年手打ちうどんを販売しています。

料 　理

※新規会員募集中の団体のみの掲載です。
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アンサンブル・アニマート

アンサンブルを目的に、日頃はピアノの演奏技術を学んでいます。年２回の発表会では
連弾や歌の伴奏、サックスやその他の楽器、朗読とのアンサンブルなどを楽しんでいま
す。前向きに取り組む和やかなサークルです。初心者大歓迎！！

交野ギター・マンドリンオーケストラ

クラシックギター、マンドリンの演奏。年１回の定期演奏会を目標に、指導者の下、週１回
の練習を行っています。オリジナル曲をはじめ、セミクラシック、アニメの曲など幅広いジ
ャンルに挑戦しています。楽器の貸し出しあり、初心者大歓迎、丁寧に指導致します。

交野シティ・フィルハーモニック

元大阪フィルハーモニックの木村俊明氏の指導の下、様々なジャンルの演奏を楽しんでい
ます。主な活動は、年一回の演奏会、隔年の新春第九コンサート、市内小学校での演奏な
どです。交野市内外の若手ソリストとのコンチェルトなど、楽しく活動しています。

交野ジャズ・クリエーション

管楽器とリズムセクションから構成されるビッグバンドです。吹奏楽出身者やそうでな
い方、女性ボーカリストなどが在籍、自主ライブや各ジャズフェスティバルなど地域の
方々に楽しいステージを提供するべく、楽しくかつ真剣に音楽に取り組んでいます。

リコーダー・アンサンブル・ヴォーチェ・アンジェラ

リコーダーの演奏。月２回のプロ奏者による指導レッスンの他、定期演奏会や小学校、
福祉施設への訪問など。『しっかり練習！楽しく発表！』をモットーに活動中です。ぜ
ひ見学にいらしてください。タンスに眠っているリコーダー持参ならなお歓迎です！！

洋 楽 器

交野女声合唱団

映画音楽、昭和の名曲など。厳しくもユーモアあふれる男性指揮者の下、わいわいと楽
しく歌っています。歌が得意でなくても大歓迎！張り切って歌っていますので是非見学
にいらしてください。

アンサンブルポピー

歌のサークル。童謡・唱歌・合唱曲など。和やかな雰囲気で、楽しく歌う事がモットーで
す。いくつになっても始める勇気が必要！最初の一歩で人生を豊かにしましょう。

合 唱  /  コ ー ラ ス ①

※新規会員募集中の団体のみの掲載です。
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コール・ディレッタント

バッハ、フォーレ、ペルゴレージ等の宗教音楽、中田喜直曲集、中島みゆき等。指導は
大阪芸術大学客員教授、京都バッハ・ゾリステン主宰の福永吉弘先生です。発声法など
基礎から教えて頂いております。

交野女声ひびき

専門の指揮者、ピアニストの下で楽しく歌おう！がモットーのコーラスグループ。パート練習やボイストレー
ニング、団員や講師のおすすめの曲を歌っています。交野合唱祭での発表や２～３年に一度、演奏会も行って
います。指揮者の博識と幅広い話題に魅かれ、見学後すぐに入団する方もいます。ぜひ見にいらして下さい。

交野壮年童謡愛唱会

唱歌、童謡、歌曲、いろいろな分野に挑戦しているサークルです。いつも愉快な先生の、笑
いの絶えない楽しいレッスンが待ち遠しく、会員一同楽しんで参加しております。どうぞお
気軽にご参加下さい。

コール・ポコ

『楽しいのが一番！楽しく歌っていれば必ず上手になる！』という指揮者の下、『前進』を合
言葉に活動しています。２年半に一度の単独コンサートや、全日本合唱連盟主催の行事、交
野市合唱祭、その他大会等、団員一同心ひとつに笑顔で輝きあるステージを行っています。

みどりの風星田コーラス

「一つの言葉を美しい音楽に」を目標に、美しい響きを求めて２～３年に一度「小さな
コンサート」を開催できるよう、毎週練習に励んでいます。コーラスの仲間が楽しい時
間を仲良く過ごせることを目標にしています。

女声コーラス　四季の会

歌の好きな仲間が集まり、先生の指導を受けながら童謡、唱歌、合唱曲など楽しく歌っ
ています。声が出にくい、歌いにくいなど悩みがあっても大丈夫です。毎月一回、ボイ
ストレーナーの先生の指導を受けながら、一緒に楽しく歌いましょう。

アンサンブル彦星

男性コーラスサークルです。指導者の下、古今東西の名曲、海外の民謡、ミサ曲、日本
の歌曲などを合唱（アカペラ、ピアノ伴奏）で楽しく歌っています。合宿、音楽祭、協会
のチャリティなどに参加あり。歌が好きな方であれば合唱経験が無くとも大歓迎です。

合唱 / コーラス②

※新規会員募集中の団体のみの掲載です。
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NISI歌謡教室

藤が尾カラオケ同好会

カラオケ教室です。月一回の課題曲指導や自分の好きな歌を歌う自由曲など。歌が好きで
レパートリーを広げたい方、ぜひご参加下さい。年２回、歌手を呼んでのレッスンもあり
ます。楽しい教室ですので、ぜひ見学にいらしてください。

声を出すことで免疫力も活発に動くようになります。また、大きな声で歌う事で脳が活性
化する効果もあります。健康のために楽しく歌いましょう。

カラオケ

※新規会員募集中の団体のみの掲載です。
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剛柔流空手道誠志館 交野道場

礼儀正しさと技術の向上剛柔流の強靭な均整のとれた身体をめざし、各々の部才に応じ
て心身を鍛錬します。

糸東流拳豪会館 交野支部

型と組み手などの空手の稽古を行っています。

剛柔流空手道魄技館 交野支部

空手が好きな方、礼儀を身に付けたい子ども達、空手のほかに芋ほりに出かけたり、楽
しく無理なく続けられます。初心者の方から入会できます。

日本空手協会 交野支部

火曜日は倉治小での稽古もあります。全てに参加できなくても自分のペースで通えます。
それぞれに合わせた稽古を応援。心と身体の健康を保てるよう、優しい心を育てます。

日本空手協会 交野私部支部

個々の体力に合わせた指導。空手道を通じての体力作りと、青少年の健全な育成を目指
しています。ケンカやいじめをなくし、努力する青少年を育てます。

日本空手協会 青山支部

青少年は空手の技と武道の精神の育成を目的に、昇級昇段と各種大会出場目指し修練
を、成人は健康維持組と大会出場組に分かれて練習、修行をします。

空 　手

交野弓技連盟 弓道部

礼儀作法や日本の伝統文化を学び、初心者経験者、老若男女が同じ立場で仲良く練習に
励んでいます。通常練習の他、月一の例会や団体の協議会などにも参加し、昇級テスト
にもチャレンジしています。

交野弓技連盟 アーチェリー部

初心者から公式競技会参加を目指すものまで、老若男女無心に矢を射っています。会員
間の親睦を重視し、仲良く、楽しくをモットーに活動しています。車いすの方の参加も
歓迎いたします。

弓 　 技

※新規会員募集中の団体のみの掲載です。

※新規会員募集中の団体のみの掲載です。
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交野市剣道連盟

最高位範士八段の先生を筆頭に高段位者多数が多数在籍しており、初心者から経験者ま
で、楽しい稽古が出来ています。各道場では子供から大人まで交えて稽古しています。

剣 　道

交野太極拳協会

初心者から経験者まで、体操で充分体をほぐしてから、好みの種目をレベルに合わせて
練習。日本連盟後任の指導員の元、健康維持増進から資格の取得まで丁寧に楽しく活動
しています。

太 極 拳

大阪合氣会 交野道場

健康に留意しながら、無理をせず、楽しく錬磨しています。老若男女、誰もが初歩から
楽しく学べます。

合 気 道

ヘルシー体操

音楽に合わせてストレッチ、有酸素運動、ボディメイキング等しています。「今日の自
分の調子に合わせて動く」をモットーに、無理せず、楽しく体を動かし、心身ともに長
く健康にいられる事を目標にしています。

体 　操  ①

※新規会員募集中の団体のみの掲載です。
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ヨガ連盟・総合ヨガ

関節や筋肉をほぐし、季節に合わせたポーズや呼吸法を行っています。体のゆがみを直
し、骨盤の調整、体幹を鍛えて美容と健康をしっかりサポートします。体が硬いからと思
い込んでいるあなたも大丈夫！楽しみながら続ける事で「生涯現役」を目指しましょう！

ヨガ連盟・ヨーガ

ヨーガ入門ハタヨーガと呼吸法で体つくりを進め、体のゆがみを修正し健康を維持して
いきましょう。心と身体の調和が保たれ自己コントロールする力がついていきます。腹
式呼吸法をマスターし身体全体を整えます。各自に合わせたやり方で楽しみましょう。

ヨ 　ガ

リズム体操

歩行に始まりストレッチや筋力トレーニングします。音楽に合わせた簡単な体操など行
います。

３B体操

３Bとは「ボール、ベル、ベルター」の事。これらの道具を使い、リズムに合わせてス
トレッチ、腹筋、ダンスなど楽しく健康作りをしています。「健康で健やかに。健康で
美しく老いる」をスローガンに、自分の体力に合わせて健康な体力作りに励んでいます。

自彊術 交野教室

ストレッチや軽い運動。健康のために無理なく全身運動をしています。大変気持ちよ
く、高齢者には最適な運動です。長生きのため、楽しく運動しましょう。

体 　操  ②

交野フットボールクラブ（交野市サッカー連盟）

サッカーの普及と技術向上のため練習および試合を行っています。大人はサッカーを通
して青少年の健全な心身発達に寄与し、会員相互の親睦を図っています。

サ ッ カ ー

※新規会員募集中の団体のみの掲載です。
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交野市卓球連盟

卓球を通じての親睦と技術向上、少年少女の育成を図っています。小・中学生には指導
がありますが、一般会員は会員相互の練習となります（初心者には基本の指導有り）

卓　球

交野市バドミントン連盟

一般、レディース、スピードに分かれ、主にダブルス、シングルスの練習をしていま
す。各チーム大阪府の大会での好成績を目指して頑張っています。

バトミントン

交野市インディアカ協会

各チームにより内容は異なりますが、主にはレシーブ、アタックの練習後、試合形式
で楽しみながら技術を磨いています。交野市内の大会や交流会、他府県の参加も行っ
ています。

インディアカ

交野市テニス協会

健全な体位の向上を図り、会員相互の親睦を図ると共に市民へのテニスの普及発展を目
指してします。限られたコートでプレーする稀な環境に置かれている事を全員が認識
し、譲り合って楽しめるように心がけています。体験入会制度あり。（有料。一日一回）

交野市ソフトテニス連盟

生涯スポーツとしてソフトテニスの愛好者が増えています。当連盟も愛好者で構成され
ており、会員の健全な精神育成と健康増進を図りつつソフトテニスの普及発展、技術向
上を目的としています。初心者の方にも親切に指導致します。

交野市バウンドテニス協会

基本からゲームまで楽しく練習、年２～３回はクラブが集って交流ゲームをしていま
す。楽しんで体を動かしたい人、ガンバって各種大会に出場したい人様々で、どんな
スタイルで活動するかは自由です。

テニス

※新規会員募集中の団体のみの掲載です。
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交野市硬式野球連盟　大阪交野リトルシニア

中学生硬式野球。野球の技術だけでなく、自分の目標を持ち、自己主張できる力や感謝
の心を持てる事などを目標に青少年育成を行っています。

交野市硬式野球連盟　大阪交野ボーイズ

野球の練習と共に、特に小学生から中学生への移行期の指導に注力しています。大会に参加、練習
試合の遠征等あり。正しい野球の有り方から心身の錬磨とスポーツマンシップを理解させる事に努
め、規律を重んじる明朗な社会人としての基礎を形成、次世代を担う青少年の育成を図っています。

大阪府軟式野球連盟 交野支部

アマチュアスポーツとして正しい軟式野球の普及、その健全な破店を図ると共に会員
同士の親睦に寄与することを目的としています。

野 　球

交野市ソフトボール協会

ソフトボールは老若男女誰でも楽しめるスポーツです。学童は各子ども会チームが多
く、成人は町内会チームや職場チーム、若者は友人関係チームと、青少年の健全育成、
健康増進、地域のコミュニケーション作りに活動しています。

交野市ラグビーフットボール協会

ラグビーを通して子ども達は心身の健全な育成をめざし、大人たちは生涯スポーツを
楽しみ、「体を動かす楽しみが第一」をモットーに友好の輪を拡げています。

ソ フ ト ボ ー ル

ラ グ ビ ー

交野市バレーボール協会

初心者でも大丈夫！現在ジュニアチームと家庭婦人チームがあります。チームにより
カラーが違い、健康維持のための楽しみながらのバレー、やる以上は強くなりたい！
と上を目指すバレーなど様々です。ご希望のカラーのチームをご紹介します。

バ レ ー ボ ー ル

※新規会員募集中の団体のみの掲載です。
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交野市ゴルフ協会

レッスン会は無く、年間３～４回のゴルフ大会を行っています。ゴルフが好きな方同
志で集まり、ゴルフを通じての健康作り、友人作りを目的としています。

ゴルフ

交野市グラウンド・ゴルフ協会

週３回、２時間ほどプレーしています。初心者でもすぐ取り組め、会員同士で楽しむ
事で健康維持や増進、ボケ防止、仲間作りに役立てています。

グラウンド・ゴルフ

交野市ゲートボール協会

各地域7カ所程の練習場で週３回ゲームを楽しんでいます。特に難しくなく、ルール
などは常々で覚えて頂けるでしょう。健康を保持して仲良くプレーしています。

ゲートボール

※新規会員募集中の団体のみの掲載です。
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