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シートス教室会員募集!!
　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、ホームページでもお確
かめいただけます。
HPhttp://www.shisetsu.jp/town.
toyono_ctos/

巡回バス運行のお知らせ
　4月より東京ドーム巡回バス運行を開
始しています。
　詳細は、シートスまでお問い合わせく
ださい。

シートス教室
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、水泳教室など

シートスご利用案内
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。シューズの貸し出し
はありません。
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。スイミングキャップの貸し出し
はありません。

カラダを動かす
抽選会のご案内
　7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（8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（9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｡

シートス共用使用の日程
▶卓球＝毎週木曜日 
午後6時〜8時30分
▶スポンジテニス＝
 第1・第3土曜日 午前9時30分〜正午
▶バドミントン＝
 第2・第4土曜日 午前9時30分〜正午
▶利用料=一般300円（町外在住500
円）、65歳以上・子ども・障害者150円

（町外在住250円）
※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

シートス夏休み短期水泳教室
連続5日間、短期水泳教室を開催します。
▶日　程=Ⅰ期:7月21日（土）〜25日

（水）、Ⅱ期:8月18日（土）〜22日（水）
午前8時〜（練習50分）
▶内容・対象=Ⅰ期:シートスカリキュラム

（4歳〜中学生）Ⅱ期:泳法別指導（小学
生〜高校生）
▶参加費=会員3,500円 
非会員4,500円（税込み）

シートス プール・ジム夏期特別開放
　7月16日（祝・月）〜8月27日（月）ま
での毎週月曜日、午前9時から午後6時
の間、開放日として特別に開館しますの
で、夏休みの体力づくりにご利用くださ

い。利用料金は下記のとおりとなります。
　なお、教室は実施しませんのでご注意
ください。

シートス　プールが夏期料金で利
用できます
▶期　間＝７月１日（日）〜８月３１日

（金）
▶利用料＝プールのみ　大人５００円、
３歳〜中学生・６５歳以上・障害者２５０円
ジム・プール併用　大人７００円、６５歳
以上・障害者　３５０円
　プールの使用にはスイミングキャップ
が必要です。また、小学２年生以下の方
は保護者（１６歳以上）の同伴が必要で
す。

町内中学生以下を対象にシ－トス
プ－ル利用券を配布します。
　野間口青少年総合スポ－ツセンタ－遊
泳プ－ルの休止に伴い、青少年の体力増
進の一環で町内在住の中学生以下を対
象に夏休み期間（7月20日〜9月2日）
に利用できるシ－トスプ－ルの利用券（6
回券）を配布します。
　希望者は、中央公民館または西公民館
でお受け取りください。
▶配布対象=町内在住の中学生以下
▶利用期間=7月20日（金）〜9月2日

（日）
▶配布場所=中央公民館、西公民館
※配布はお一人様1枚（6回券）に限りま
す。（7月10日より配布）
※シ－トスプ－ルではスイミングキャップ
の着用、小学2年生以下のお子様には保
護者同伴でお願いします。
また遊具（浮き輪等）の利用はできませ
ん。
▶問合せ＝生涯学習課

音 楽 を 聴 く
ユーベルワンコインロビー
コンサート

「尺八・箏による日本の調べ」
～尺八・箏・三絃による合奏曲、古典から
現在邦楽まで～
▶日　時=7月14日（土）

音楽を聴く



▶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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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=坂
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▶曲　目=「春の海」、「六段の調」、「木
枯」、「編曲民謡調」、「日本名曲集」他
▶主　催＝豊能町教育委員会

～チケット好評発売中！～
ノボッタさんとオオサカンの
親子ふれあいコンサート2012
▶日　時=8月18日（土）
午前11時～（開場午前10時）
終演正午予定
▶場　所=ユーベルホール
▶入場料（全席自由）=大人（中学生以
上）1,200円、子ども（0歳～小学生）
800円、おやこペア（小学生以下とその
保護者）1,500円
※おやこペアは前売のみ、3歳未満膝上
鑑賞無料
▶出　演=オリタ・ノボッタ（指揮・案内
役）、小

こばやし

林あゆみ（歌のお姉さん）
▶内　容=親子で楽しめるプログラム
をお話・歌・踊りなど満載でお送りする生
演奏の1時間!
▶曲　目=スマイルプリキュア、特命戦
隊ゴーバスターズ、アンパンマン、ドラ
えもん、みんなのうたより、他
▶主　催=豊能町・豊能町教育委員会、
NPO法人フィルハーモニック・ウインズ
大阪

～チケット好評発売中!～
泉正浩 JAZZ CONCERT  

「 Made For You 」
～by Moment Jazz Trio～
▶日　時=7月28日（土）
午後2時～（開場午後1時30分）
▶場　所=ユーベルホール
▶前売り=一般2,000円、シニア（65
歳以上）1,500円、高校生以下1,000円

（当日各500円増）
▶出　演=ベース:泉
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▶曲　目=If  I were a bell、Georgia on 
my love、チュニジアの夜、Hey Jude、I 
got rhythm、A列車に乗って、他
▶主　催=豊能町・豊能町教育委員会

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―
▶図書館=7月20日（金）
児童コーナー 
午前10時30分～（約20分）
▶中央公民館=7月17日（火）
和室 午後1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）
▶締切り=7月15日（日）
▶問合せ=図書館

ひよこのじかん
　1歳から3歳くらいまでの幼児と保護
者を対象とする「ものがたりのじかん」
です。
　まだストーリーのある長いお話はむ
ずかしいかもしれませんが、親子一緒に
楽しみましょう。たくさんの絵本や手あ
そびに出会ってください。
▶日　時=7月6日（金）

午前10時30分～（約30分）
▶場　所=図書館 児童コーナー 
▶対　象=1歳～3歳の幼児と保護者
▶定　員＝10組（電話申込み制）
▶締切り＝7月4日（水）
▶問合せ=図書館

図書館 ものがたりのじかん
　とても楽しいお話し会です。簡単な折
紙などもあります。申し込みは不要です
ので、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

図書館ガラスの大箱
「昆虫標本展」
　豊能町近郊に生息している昆虫たち
の標本展です。ぜひ、ご覧ください。
▶期 間=6月30日（土）～7月26日

（木）
▶出　展=越

お ち

智輝
て る お

雄（豊能町在住）
▶問合せ=図書館

興味を深める

資源とごみの収集日【7月】

地区 吉川
ときわ台 東ときわ台 光風台 新光風台
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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、4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。
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図書館The.ギャラリー
「作陶展」
　自由な発想で創作活動をしている西
公民館の陶芸サークル「土楽の会」のメ
ンバーの作品を展示します。ぜひご覧く
ださい。
▶期　間=7月6日（金）〜15日（日）
午前10時〜午後5時
ただし、12日（木）は休室しています。  
▶出　展=「土

ど ら く

楽の会」会員
▶場　所=図書館集会室
▶問合せ=図書館

Library  N e w s
返し忘れの資料はありませんか?
長期延滞にご注意ください。
　現在、図書館では貸出に関する業務
の見直しを行っています。本年10月以
降、貸出期限後15日を経過してもなお
延滞資料がある利用者に対して、借出
中の資料が返却されるまでの期間、新
たな資料の貸出を停止する予定です。
　図書館の資料は町民みなさんの共有
財産です。貸出期限を守ってご利用くだ
さい。

インフォメーション
☆第18回豊能町ソフトバレー
ボール大会
▶日　時＝7月22日（日）
受付・抽選 午前9時10分〜
試合開始 午前9時50分〜
▶場　所＝シートス
▶対　象＝町内在住在勤者

（小学4年生以上、4人1チーム）
▶参加費＝1人300円
▶申込締切＝7月10日（火）
▶申込・問合せ＝
 ☎738-7782（山下）
 午後5時以降でお願いします。
▶主　催=豊能町バレーボール協会

豊能BMファイタ－ズ
部員募集 !
　野球の大好きな小学生の子ども達が
集まり練習しています!

 野球にきょうみのあるお友だち!いっ
しょに野球をやりませんか?体験・見学
自由です!
▶練習場所=
東能勢小学校 ・ 東ときわ台小学校
▶問合せ=
☎090-5464-2766（三

み た に

谷）
☎090-1152-1021（友

ともひろ

広）

豊能女声コーラス 愉
ゆ ら

楽の会
無料体験コーラスのお誘い
　団員と一緒に楽しい時間を過ごしま
せんか。お茶とお菓子を用意して、お待
ちしています。
▶日　時=7月13日（金）
午前10時30分〜正午
▶場　所=西公民館 大会議室
▶曲　目=「影を慕いて」「未来へ」「少
年時代」「水色のワルツ」「亜麻色の髪の
乙女」
▶問合せ=☎738-2877（東

あずま

）
☎738－2960（吉

よ し だ

田）

パソコン教室開講のご案内（カトレア）
▶日　時=7月・9月（8月はお休み）
各火曜日 午前10時〜正午
▶場　所=西公民館
▶内　容=入門コ－ス（はじめて習う方
向き）プロジェクタ－を使った対面式の
授業です。
　講師補助のスタッフが多数いますの
で、安心して学習ができます。パソコン
無料貸し出し、持ち込みも歓迎します。
▶会　費=月4,000円（月4回）
入会金および教材費は不要
▶問合せ=☎736-1030 （本

もとひさ

久）

ウグイス大学講座
演劇鑑賞「煙が目にしみる」
　第3回目の講座は、劇団「すずしろ」公
演です。皆さんお誘い合わせの上、ぜひ
お越しください。

【劇団「すずしろ」】
　箕面市民講座から誕生した60歳以
上のシニア劇団で、平成22年6月には
ニューヨーク「ブロードウェイ」での公演
を実現させ、シニア世代の可能性への挑
戦として大きな反響を呼んだ劇団です。

▶日　時=7月20日（金）
午後1時30分  開演
▶場　所=ユーベルホール
▶公演作品=「煙が目にしみる」
▶入場料=500円（※平成24年度ウグ
イス大学会員は無料）
▶問合せ=ウグイス大学運営委員会（生
涯学習課内）

第31回 光風台納涼盆踊り大会
▶日　時=7月21日（土）小雨決行
午後6時〜9時30分
※雨天の場合は22日（日）に順延

（22日も雨の場合は中止）
▶場　所=光風台中央グラウンド
▶内　容=子どもみこし、盆踊り、夜店、
抽選会
▶主　催=光風台自治会

希望ヶ丘夏祭り
▶日　時=7月21日（土）小雨決行
午後5時〜9時
▶場　所=希望ヶ丘スポーツ広場
※模擬店・パフォーマンスがあります。
徒歩にてご来場ください。
▶主　催=希望ヶ丘自治会

2012新光風台サマーカーニバル
▶日　時=7月28日（土）
午後5時30分〜9時30分
※雨天の場合は29日（日）に順延
▶場　所=しらかば公園グラウンド
▶内　容=子どもみこし、盆踊り、模擬
店、太鼓演奏、新体操、フラダンス、フ
リーダンス
▶主　催=新光風台自治会

ときわ台・東ときわ台夏祭り・
盆踊り大会
異世代で楽しもう♪
▶日　時= 8月4日（土）
午後6時〜9時30分
※雨天の場合は8月5日（日）に順延
▶場　所=ふれあい広場
▶内　容=可愛い子ども達のダンス、勇
壮な太鼓連、フラダンス、太極柔力球の
演武 ステージ発表終了後盆踊り
▶主　催=ときわ台・東ときわ台自治会共催

インフォメーション

L ibrary News
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