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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。
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
子供
⇒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。

抽選会のご案内
9月9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(10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(11月分)
正午～ 予約受付

カラダを動かす
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

★★★★ 注目イベント ★★★★
元全日本卓球女子監督近藤先生
とわくわく卓球教室!!

　2008年世界選手権団
体戦で福原愛、 石川佳純
らを率い銅メダルを獲得
させた名将の指導を受け
てみませんか!

▶日　時=10月14日(日)
午後1時～4時30分
▶対　象=卓球愛好者(小学生以上)
▶参加費=無料
▶定　員=100名(先着順)
▶申込み=シートス
9月4日(火)より受付開始
▶主　催=㈱東京ドームスポーツ
▶後　援=豊能町・豊能町教育委員会

古代文化の香り豊かな飛鳥路へ
サイクリングにでかけませんか?
　秋晴れの心地よい季節。レンタサイ
クルで古代文化の香り豊かな飛鳥路を
走るサイクリングにでかけませんか?
　皆さんのご参加お待ちしています。

※申込方法等詳細は、町内各施設に備
え付けのチラシまたは町ホームページ
をご覧ください。
▶日　時=10月20日(土)
午前8時 西公民館出発
▶コース=近鉄飛鳥駅を起終点にして、
歴史文化財を巡りながら走ります。
▶走行距離=約20km
▶対　象=小学生以上(ただし、小学4
年生以下は保護者同伴。)
▶定　員=35名(定員を超えた場合は
抽選)
▶参加費=1,500円
▶締切り=9月14日(金)
▶主　催=スポーツ推進委員会
▶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

「名曲の午後Ⅱ～ロマンの響き～」
▶日　時=9月8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=池田香
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▶曲　目=ピアノ曲目
ラ・カンパネラ(リスト作曲)、幻想即興曲
(ショパン作曲)、子犬のワルツ、他
ソプラノ曲目
献呈(シューマン作曲)、くるみの木、他
石川啄木の短歌を歌う 
▶主　催=豊能町教育委員会

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―
▶図書館=9月21日(金)
児童コーナー 
午前10時30分～(約20分)
▶中央公民館=9月18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=9月16日(日)

音楽を聴く

興味を深める



▶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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▶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=9月7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(電話申し込み制)
▶締切り=9月5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
「稲作の道具展」
　日本人の「コメ離れ」が叫ばれていま
すが、日本人の食文化「コメ」を今一度
見直してみませんか?
　町郷土資料館所蔵の稲作に関する道
具等の資料を展示しますので、ぜひご覧
ください。
▶期　間=9月1日(土) ～9月27日
(木)
▶所　蔵=豊能町立郷土資料館
▶問合せ=図書館

Library  N e w s
インターネットで貸出延期が出来
るようになりました。
　貸出資料の延期処理については、来
館及び電話でのみ受け付けていました
が、インターネットを利用して貸出延期

が出来るようになりました。
　ご利用の際は、事前に「インターネッ
ト予約サービス等利用申込」が必要で
す。

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、
以前に登録いただいているメールアド
レスに返却督促のメールを送信する準
備をしています。
   メールアドレスをご家族で共有してい
る等、図書館から返却督促のメールを
送信することに不都合のある方は事前
に図書館までお申し出ください。

　また、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8回「ふれあいのつどい」
～福祉まつり・吉中校区フェスティ
バル～
▶日　時＝9月8日(土)
午前10時 ～ 午後2時(小雨決行)
▶場　所＝吉川中学校
▶内　容＝キャラクター発表、吉中吹
奏楽、吉小南中ソーラン、南京玉すだれ、
バルーンショー、スタンプラリー、震災
復興応援コーナー、ミニSL、ふれあい
コーナー、福祉体験、バザー、模擬店な
どなど
　宣真高校ダンスバトン部もやってきま
す!!
▶問合せ＝吉川中学校 ☎738-0845
社会福祉協議会 ☎738-5370

☆第12回 町民ゴルフ大会
▶日　時=10月29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

資源とごみの収集日【9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。

L ibrary News

インフォメーション
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等9,800円は各自精算
▶募集人数=先着160名
▶申込期間=9月5日(水)～7日(金)必
着。ただし、定員になり次第締め切りま
す。
▶申込方法=8月27日以降、次の施設
で配布、または町ホームページに掲載
している募集要項に従ってお申込くだ
さい。(本町教育委員会、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
▶お申込み・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

第43回秋季町長杯男子ソフト
ボール大会
▶日　時＝10月21日 (日) 
午前8時集合 
*予備日10月28日(日)
▶場　所＝東ときわ台小学校グラウン
ド
▶対　象＝町内在住・在勤者のクラブ・
職域チーム(高校生以上)
▶参加費＝1チーム3,000円
▶締切り＝10月7日(日)
▶抽選日＝10月14日(日)午後3時から
西公民館小会議室1にて組合せ抽選会
を行いますので､代表者は必ず出席して
ください。
▶その他＝大会中の事故等について

は､各チーム責任にて対応をお願いし
ます。
▶主　催＝豊能町ソフトボール協会
▶問合せ・申込み＝Eメール・電話・FAX
で下記まで

【事務局】
☎&FAX  738-7716 (藤井)

k1_fujii@nike.eonet.ne.jp

第49回豊能町テニス大会
▶日　時＝
①10月21日(日)

・男子ダブルス(初・中級者)
・男子ダブルス(シニア / 昭和27年12
月31日生以前の方)

・混合ダブルス(中・上級者)
②10月28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=小学生以上の町内在住・在
勤者(※ペアの1人は町外在住者可)
▶参加費=1人500円(当日徴収)
▶申込み・問合せ=Eメール、FAX、往復
ハガキに住所、氏名、年齢、電話番号、テ
ニス歴、参加日を記入の上、下記までお
申し込みください。

h.tsuji0219@gaia.eonet.ne.jp
☎&FAX 738-1957
〒563-0104 豊能町光風台4-14-16 
豊能町テニス協会
津
つ じ

路 英
ひ で お

雄
▶締切り=10月16日(火)必着
▶主　催=豊能町テニス協会

豊能テニスクラブ新入部員募集
　みんなで、楽しい一日を過ごしましょ
う。
年齢、男女問わず、誰でも年会費
4,000円
▶場　所=ふれあい広場テニスコー
ト、吉川中学校テニスコ－ト
毎日曜、祝日、午前9時～午後2時
吉川中学校は日没まで可
ふれあい広場では、初級レッスン
毎水曜日、午前10時～正午
▶問合せ=会長 橋

はしもと

本晃
こういち

一
☎738-2622

第36回豊能町剣道大会
　小・中学生、一般(高校生以上で5段以
下)の試合を次の要領で行います。
▶日　時=9月9日(日)
午前10時30分～午後1時
▶場　所=野間口青少年総合スポ－ツ
センタ－体育館
▶対　象=町内在住・在勤者
▶申込み=9月2日(日)までに下記あて
にお申し込みください。
 西地区:738－1139(山

やました

下)
 東地区:739－1950(田

た な か

中)
▶主　催=豊能町剣道協会
※幼児から一般の方まで、剣道会員を
募集しています。親子で稽古を始めま
せんか。

大阪府池田保健所 9月の事業
◎骨髄バンクドナー登録（要申込）
▶日　時＝9月4日、18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＝9月4日、１８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（血液）、クラミジア（尿）検査（匿名可）
▶日　時＝9月4日、11日、18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

今　年（注） 昨　年 対前年度比
可　燃　ご　み 412.32 390.59 5.6%
粗　大　ご　み 8.32 7.25 14.8%
不　燃　ご　み 14.11 13.48 4.7%
空　き　ビ　ン 14.56 14.81 − 1.68%
空　き　カ　ン 5.02 5.11 − 1.76%

紙　類　等 66.51 62.58 6.3%
容　プ　ラ※ 19.57 20.67 − 5.32%

ペ ッ ト ボ ト ル 3.47 4.01 − 13.46%
植 木 剪 定 く ず 16.14 16.70 − 3.35%
食　用　廃　油 0.70 0.00 −

計 560.72 535.20 4.8%
※容プラ…容器包装プラスチック類　（注）速報値のため数値が変わることがあります。

昨年とのごみ量比較（7月分）昨年とのごみ量比較（7月分）（単位：トン）

【今週の表紙】
田んぼの害虫を追い払う行事「田の虫
送り」が約 50 年ぶりに川尻自治会で
行われました。たいまつを持って列を
つくり、田んぼの周囲を練り歩きまし
た。
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