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シートスからのお知らせ
教室会員募集!!
　シートスでは大人、子ども問わず教室
会員を募集しています。まずは見学、体
験してみませんか?興味のある方は、お
気軽にお問い合わせください。
　シートス詳細は、ホームページでも確
認できます。
HP http://www.shisetsu.jp/town.
toyono_ctos/
<成人>	スタジオ教室:ヨガ、エアロビク
ス、サルサ、クラシックバレエなど	
プール教室:泳ぎを習得するクラスやア
クアビクス、腰痛体操など
<子ども>	体操教室:体操、キッズビク
ス、クラシックバレエ、リトミックなど	
水泳教室:ベビー教室、乳幼児クラスなど

利用案内
トレーニングルーム
▶利用料=一般300円、
65歳以上・障害者150円
※トレーニングシューズ(室内履き)を必
ずお履きください。
プール
▶利用料=一般600円、
65歳以上・障害者300円
※スイミングキャップを必ず着帽してく
ださい。

抽選会
　4月8日(日)に、シートスで次のとおり
抽選会を行います｡
▶テニスコート(5月分)
午前10時～	抽選
※2時間単位の予約となります｡
▶アリーナ・第2体育場(6月分)
正午～	予約表受付
午後0時30分～	抽選
※2時間単位の予約となります｡

共用使用の日程
▶バドミントン=第2・第4土曜日	
午前9時30分～正午
▶卓球=毎週木曜日	
午後6時～8時30分

カラダを動かす
▶スポンジテニス=第1・第3土曜日	
午前9時30分～正午
▶利用料=一般300円、65歳以上・
子ども・障害者150円(ただし、町外在住
の方は倍額)
※道具の貸し出しはありません。室内
シューズ・ラケット・ピン球・シャトル・スポ
ンジボールなどの道具はご持参くださ
い。忘れるとご参加いただけない場合
があります。
　また指導などは行いませんので、複
数でご利用ください。
※イベント、大会開催時は中止になりま
す。ご注意ください。
▶申込み=不要

巡回バスのお知らせ
　4月3日(火)より東京ドーム巡回バス
の試験運行を開始します。
　詳細は、お気軽にシートスまでお問い
合わせください。

音	楽	を	聴	く
ユーベルワンコイン
ロビーコンサート
4月

「スプリングコンサート
〜夕陽丘高校音楽家3年生による〜」
▶日　時=4月14日(土)
午後2時～(開場午後1時30分)
▶場　所=ユーベルホール	ロビー
▶入場料=500円(定員100名)
▶出　演=池田	菫、川口真由子、隅田
梨聖、造座千晴、髙倉千裕、井谷茜、大高
朋子、福原花梨、袋井	杏子、夫	びえん
な、八木遼太郎、有田佳恵(ピアノ、ホル
ン、オーボエ、ヴァイオリン、声楽)
▶曲　目=「オペラ座の怪人」より
バルトーク:ルーマニア民族舞曲
ショパン:エチュード
グノー:6つの小品よりⅣ、Ⅴ
モーツァルト:オーボエ協奏曲

ユーベルホール休館日のお知らせ 
4月
3日、4日、10日、11日、17日、18日、
24日、25日
ゴールデンウィークの臨時休館
5月1日～5日
※ロビー(11月)とリハーサル室(7月)
の貸館受け付けは、5月6日(日)午前
10時より行います。

	
Library		N	e	w	s
春の読書月間です
「君と未来をつなぐ本」
　今年の「こどもの読書週間」の標語
です。4月23日から5月12日までは第
54回「子どもの読書週間」、初日の23
日は「子ども読書の日」です。これは、国
民の間に広く子どもの読書活動につい
ての関心と理解を深めるとともに、子
どもが積極的に読書活動を行う意欲を
高めるために設けられたものです。ま
た、この日はユネスコが定めた「世界本
の日」、そしてスペインでは互いに異性
に本を贈りあう「サン・
ジョルディの日」として
も知られています。
　図書館でも「子ども
読書の日」にちなんだ
催しをします。ぜひ、ご家族でお越しくだ
さい。

地域資料と行政資料のコーナーを
設置します
　図書館では、豊能町の歴史や自然を
はじめとする地域資料と行政資料につ
いて整備をすすめています。閲覧コー
ナーを新たに設置しますので、ゆっくり
とご利用いただけるようになります。ま
た、郷土資料館の協力を得て豊能地方
の民具の展示や、豊能を身近に感じるこ
とが出来る四季折々の展示を予定して
います。ぜひ、ご覧ください。

インターネットによる所蔵本の
予約受付について
　中学生以上の方を対象にインター
ネット、モバイルによる予約受付サービ

音楽を聴く

L ibrary News



▶問合せ
中央公民館　　　　　　　☎ 739-3429　FAX 739-1354
生涯学習課（西公民館内）☎ 738-4628　FAX 738-3859

図書館　　　　　☎ 738-3304　FAX 738-5096
ユーベルホール　☎ 738-7700　FAX 738-6848
シートス　　　　☎ 738-1333　FAX 738-3025
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スを行っています。パスワードの登録
が必要ですので、図書利用券と本人確
認ができるものをお持ちのうえカウン
ターで手続きをしてください。
ホームページアドレスは
HPhttp://www1.ocn.ne.jp/~toyono/
(2月からアドレスが変わりました。)
携帯電話からは

または、町ホームページにある図書館所
蔵検索のバナーからもアクセスできます。

興	味	を	深	め	る
図書館 おはなしのたまご
―赤ちゃんと一緒に絵本を楽しむー
▶中央公民館=4月17日(火)
和室	午後1時30分～(約20分)	
▶図書館=4月20日(金)
児童コーナー	午前10時30分～
(約20分)
▶対　象=1歳未満の乳児と保護者	
▶定　員=各10組(電話申し込み制・申
し込み多数の場合は締め切り後に公開
抽選します)
▶締切り=4月15日(日)
▶問合せ=図書館

図書館 ものがたりのじかん
　絵本を中心としたおはなし会です。親
子でゆっくりと楽しみませんか。簡単な
折り紙もあります。申し込みは不要です。
時間までにお越しください。
▶日　時=毎週土曜日
	午前11時～(約30分)
▶場　所=図書館	児童コーナー	
▶対　象=1歳～小学生
▶問合せ=図書館

「子ども読書の日」関連事業
①ものがたりのじかんスペシャル
　4月23日（月）の子ども読書の日を記
念して、いつもの「ものがたりのじかん」
とは違った内容のおはなし会をおとどけ
します。ぜひ、みなさんでお楽しみくだ
さい。申し込みは不要です。時間までに

お越しください。
▶日　時=4月21日(土)
	午前11時～(約45分)
▶場　所=図書館	児童コーナー	
▶対　象=1歳～小学生
▶出　演=とよの絵本の会
「とまと」のみなさん
▶問合せ=図書館

②図書館 ガラスの大箱
「しかけ絵本展」
　当館所蔵の資料の中からしかけ絵本を
展示します。この機会にお楽しみください。
▶日　時=4月1日(日)～29日(日)

インフォメーション
平成24年度社会教育関係団体等
の登録について(受付中)
　町内で活動する団体の社会教育活動
と施設利用の促進を図るため、平成24
年度社会教育関係団体等登録の受け付
けを行っています。登録を希望される団
体は、次のとおり申請してください。
▶申請書受付期限
締切り:4月8日(日)午後9時まで
(申請書配付中)
▶申請書配付および受付場所
中央公民館、西公民館(町ホームページ
からダウンロードできます)
※申請書配付、受付とも休館日を除きます。

▶登録日=5月1日（火）
▶登録有効期間=5月1日（火）～平成
25年4月30日（火）(学校開放施設利
用団体は6月1日～平成25年5月31日)
▶問合せ=生涯学習課(西公民館内)	

各団体の催し・会員募集など

東地区ふれあい卓球教室
▶日　時=5月12日(土)、19日(土)
いずれも午前9時～正午
▶場　所=東能勢小学校	体育館
▶対　象=卓球をやってみたい方なら
どなたでも参加できます。小学生は保
護者同伴とします。
▶定　員=約15名(先着順)
ただし、東地区の在住、在勤、在学の方
を優先させていただきます。
▶参加費=無料
▶申込方法=申込用紙を下記までFAX、
電話、郵送でお申し込みください。申込
用紙は、中央公民館に備えつけていま
す。	希望ヶ丘6－12－5	豊能町卓球協
会　☎＆	FAX	739-1517（山崎）
▶持ち物=体育館シューズ
※貸出ラケットを希望される方は申し込
み時に依頼してください。
▶締切り=4月19日(木)
▶その他=本イベントにおいて生じた事
故については一切責任を負いません。
▶主　催=豊能町卓球協会

興味を深める

資源とごみの収集日【4月】

地区 吉川
ときわ台 東ときわ台 光風台 新光風台

（保の谷含む）分別種類
余野・川尻・木代・切
畑・野間口・高山・
牧・寺田・希望ヶ丘

資　
　

源

ご　

み

紙
類
等

新聞
雑誌類
ダンボール
紙パック
その他紙類
古布類

空きビン

空きカン

ペットボトル
容器包装

プラスチック類

植木剪定くず

食用廃油

可燃ごみ

不燃ごみ/
有害ごみ

粗大ごみ

18 19 17 20 16

18 19 17 20 19

25 26 24 27 26

4 5
18

11
25 19

12
26

3
17

10
24

6
20

13
27

2
16

9
23

11 25 4 18 25

11 12 10 13 12

毎週 火・金 毎週 火・金 毎週 月・木 毎週 月・木 毎週 火・金

役場本庁および吉川支所に回収ボックスを設置
（平日午前9時～午後5時まで投入可能　土・日・祝祭日・年末年始は投入不可）

有料　環境課（☎736-1190）へ申し込んでください。

※ごみ収集カレンダーは作成しませんので、今月号と一緒に配布しました「資源とごみの収集日程表」を
紛失しないようにご利用ください。

※平成23年4月に配布した冊子「家庭から出る資源とごみの分け方・出し方」は、『保存版』となって
いますので、紛失しないようにお手元に常備しておいてください。

インフォメーション
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春季町民バドミントン大会
▶日　時=4月15日(日)
午前9時～午後3時
▶場　所=シ―トス
▶内　容=中学生の部:ダブルス個人戦
(ペアで申し込でください)
一般の部:ダブルス団体リーグ戦(申し込
み人数に応じて協会が編成を行います
ので、個人で申し込んでください)
▶対　象=
中学生の部:町内在住の中学生
一般の部：町内在住・在勤および町内
バドミントンクラブに所属の高校生以上
の方
▶参加費=500円　※当日徴収します。
▶申込み=電話またはFAXで下記まで
申し込みください。
☎＆	FAX		738-5696
バドミントン協会	吉原
▶締切り＝4月7日（土）
▶その他=体育館シューズとラケットは
ご持参ください。
▶主　催=豊能町バドミントン協会
▶後　援=豊能町教育委員会、
豊能町体育連盟

第13回スポンジボールテニス
町長杯大会
▶日　時=5月13日(日)
午前9時～午後4時30分
▶場　所=シートス	アリーナ
▶参加費=500円(保険料含)
※大会当日に受付で徴収します。
▶対　象=町内在住、在勤の方および
当協会加盟団体会員の中学生以上の方
▶定　員=60名程度(先着順)
▶持ち物=体育館シューズ、タオル、運
動のできる服装、弁当、ゼッケン(横
20cm、縦15cm)各自準備	※ラケッ
トの無い方は無料で貸し出しします。
▶競技ルール=予選、決勝とも5セッ
トマッチのリーグ戦(1日に8ゲームの
予定)ルールは全国大会のルールです。
(大会当日に説明します)ペアは大会当
日に抽選で決定。
▶表　彰=決勝1位グループ、決勝2位、

グループとも3位まで表彰。
全選手に参加賞を用意しています。
▶申込み=下記までハガキまたFAXで
お願いします。東ときわ台5-10-9
（新
あらた

　松
まつ

敏
とし

）☎＆	FAX	738-3013
▶締切り=4月22日(日)
▶その他=大会中のけが等は主催者で
スポーツ保険に加入しますが、応急処置
までとさせていただきます。
昼食は別途時間を設けますが、ロビー
または観覧席でとり、ゴミはすべて各自
でお持ち帰りください。
▶主　催＝スポンジボールテニス協会

スポンジボールテニスの体験会	
▶日　時=4月3日（火）、5月8日（火）
午後1時～5時
▶場　所=シートス	アリーナ
▶参加費=200円
※当日に徴収します。
▶対　象=町内在住、在勤の方および
当協会加盟団体会員の中学生以上の方
▶持ち物=体育館シューズ、タオル、運
動のできる服装	
※ラケットの無い方は無料で貸し出しし
ます。
▶申込み・問合せ=☎738-3013(新

あらた

)、
☎738-4316	(石崎)
▶主　催=スポンジボールテニス協会

第48回豊能町テニス大会
▶日時・内容=
5月20日(日)
男子ダブルス(初・中級者)(シニア)
※シニア…昭和27年12月31日生以
前の方
5月27日(日)
男子ダブルス(中・上級者)
女子ダブルス(初・中級者)	
▶場　所=ふれあい広場テニスコート
▶対　象=町内在住(小学生以上)、在勤者
※なお、ペアの1人は町外在住者可
▶参加費=1人500円
※当日徴収します。
▶申込み方法=住所、氏名、年齢、電
話番号、テニス歴、参加日を記入の上、
メール、FAX、往復ハガキのいずれかの
方法により下記まで申し込みください。

▶申込み=☎＆	FAX	738-1957
光風台4－14－16
豊能町テニス協会	津路	英雄	
	h.tsuji0219@gaia.eonet.ne.jp

▶締切り=5月15日(火)必着
▶主　催=豊能町テニス協会

第11回町民ゴルフ大会
▶開催日=5月28日(月)
▶場　所=能勢カントリー倶楽部
▶参加対象=町内在住・在勤者
▶参加費=1,000円	ただし、プレー費
等9,800円は各自精算
▶募集人数=先着160名
▶申込期間=4月4日（水)～6日(金)必
着。ただし、定員になり次第締め切り
ます。
▶申込方法=3月26日以降、次の施設、
または町ホームページにある募集要
項に従ってお申し込みください。(教
育委員会、中央公民館、スポーツ広場、
西公民館、ふれあい広場、シートス、
吉川支所)
▶主　催=豊能町民ゴルフ大会実行委
員会
▶後　援=豊能町・豊能町教育委員会
▶申込み・問合せ＝
町民ゴルフ大会受付係
(NPO法人ワークインとよの内)
〒563-0103東ときわ台7-13-10
☎＆	FAX	741-4272

混声合唱団「クオーレ」体験コー
ラスのご案内
〜笑いあり 涙あり! 心の歌! 命の歌!を
歌いませんか〜
　クオーレとは、イタリア語で"心"という
意味です。
▶日　時 =4月12日(木)
午後7時30分～9時30分
▶場　所=光風台自治会館
▶内　容=愛唱歌をジャンルを問わず
3～4曲、合唱団	「ウイスキーがお好き
でしょう」「五番街のマリーへ」、「アヴェ・
ヴェルム・コルプス」等
▶問合せ=☎090-4564-0273(山田
紗
さ や

耶加
か

)	
sayaka345@zeus.eonet.ne.jp

インフォメーション



▶問合せ
中央公民館　　　　　　　☎ 739-3429　FAX 739-1354
生涯学習課（西公民館内）☎ 738-4628　FAX 738-3859

図書館　　　　　☎ 738-3304　FAX 738-5096
ユーベルホール　☎ 738-7700　FAX 738-6848
シートス　　　　☎ 738-1333　FAX 738-3025
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HP http : //www.eonet .ne . jp/ ~	
sayaka345/

花鈴&かのん
ハンドベルコンサート
ハンドベルの美しい音色で、癒しのひと
ときを♪ 
〜2チームによる合同コンサート〜
▶日　時=4月15日(日)	午後2時～
3時30分(開場午後1時30分)
▶場　所=ユーベルホール
▶入場料=無料
▶出　演=大和ベルリンガーズかのん
ハンドベル倶楽部花

か り ん

鈴
▶曲　目=「くるみ割り人形」、	「ソーラ
ン節」、「アラジン」他
▶問合せ=☎738-7749(鬼塚)
☎738-6059(井上)

春のゴスペルコンサート
▶日　時=4月21日(土)
午後2時～(開場午後1時30分)
▶場　所=ユーベルホール	ロビー
▶入場料=500円
▶出　演:ときわ台ゴスペルクワイア、
BLESSING	GOSPEL	FAMILY、ぶど
うの木ゴスペルクワイア	
▶曲　目:アメイジング・グレイス、Oh	
Happy	Day	他
▶主　催=ときわ台ゴスペルクワイア
▶後　援=豊能町教育委員会
▶問合せ=☎738-3130(橘内)

女性合唱団
「クリトメリア第7回演奏会」
▶日　時	=4月28日(土)

午後5時～7時30分(開演:午後5時30分)
▶場　所 =川西市	みつなかホール
▶料　金=1,500円
▶曲　目=上を向いて歩こう、見上げて
ごらん夜の星を、この道、赤とんぼ	他
※大阪稲門グリークラブに、ご協力頂き、
混声合唱もお届けします。
▶問合せ=☎739-1945(苅田)

ベートーベンのミサを一緒に歌い
ましょう!
　豊能混声ユーベルコールは来年、誕
生20周年を迎えます。その記念講演会
にべ―トベンのハ長調ミサを取り上げ
ます。若きベートーベンが創作意欲に
燃えていた時期の傑作です。この機会
に、私たちの仲間に加わってみませんか。
経験、年齢、性別不問です。
　下記の要領で毎週練習しています。
▶日　時=毎週土曜日
午後7時～9時30分
▶場　所=西公民館または吉川自治会館
▶問合せ=☎738-4734	(永井)
☎738-0529(石塚)
☎738-2102(畑)

社交ダンス「スパイラル」会員募集
　健康のために社交ダンスをはじめませ
んか。シニアの方、又男性の方大歓迎です。
▶指　導=プロダンス、インストラクター	
▶体験レッスン=1か月無料
▶月会費=1,500円(入会金不要)
▶日　時=月3回		
第2、4土曜日:午前9時～正午、
第2火曜日:午後3時～5時	
▶場　所=西公民館　大会議室

▶問合せ=☎738-8072(重久)
☎739-0171(柳)
☎738-1371(奥村)
ねこトラ市場開催と出店者募集
　家庭菜園等で育てた自慢の新鮮野菜
や手作りお菓子など個人、グループ等で
出店してみませんか。
▶開催日=4月21日(土)
▶時　間=午前9時～午後5時
(各出店者は自由に参加ください)
▶場　所=能勢電鉄	妙見口駅前	
かめたに駐車場
▶出店料=無料
※出店方法は一切自由ですが１店舗
１車両まで
※5月以降のねこトラ市場の開催日は、下
記宛に問い合せしてください。(「かめた
に」ホームページでもご覧いただけます。
▶問合せ=NPO法人ウグイス
☎738-0109（谷川）
▶協　力=豊能町観光協会

大阪府警察官(巡査)募集中
▶職務内容=個人の生命、身体および
財産保護、犯罪の予防、鎮圧および捜査、
被疑者の逮捕、交通の取締りその他公
共の安全と秩序を維持する職務に従事
します。
▶採用予定人数=男性:約460人、
女性:約70人
▶申込締切=4月11日(水)当日消印有効	
※インターネット受付は4月4日(水)まで
▶第一次選考日=5月13日(日)
※申し込み方法等、詳細は豊能警察署
までお問い合わせください。
▶問合せ=豊能警察署	☎737-1234

大阪府池田保健所 ４月の事業
◎骨髄バンクドナー登録（要申込）
▶日　時＝4月3日、17日(火)午前９時30分～10時30分（受付）
 ◎Ｂ・Ｃ型肝炎ウイルス検査（要申込）
▶日　時＝4月3日、17日(火)午前９時30分～10時30分（受付）
▶対　象＝	府内在住で20歳以上の未受診の方
▶費　用＝無料
 ◎ＨＩＶ／エイズ・梅毒・クラミジア検査（匿名）
▶日　時＝	4月3日、10日、17日(火)午後１時30分～２時30分
▶費　用＝無料（一部有料）
 ◎こころの健康相談（予約制）
日程など詳細はお問い合わせください。
▶問合せ＝大阪府池田保健所　☎７５１-２９９０

（広告）
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