
情報あれこれ情報あれこれ ※情報あれこれのページは、左側からお読みください。

19　2012.10　広報とよの　～たばこは町内で買いましょう～　

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。
H P 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、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
　10月14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(11月分) 
午前10時～ 抽選

カラダを動かす
※2時間単位の予約となります｡
▶アリーナ・第2体育場(12月分)
正午～ 予約受付
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

体育の日はスポーツに親しもう!
スポーツてんこ盛り2012
　『大きく飛ばして、ねらえ新記録!ス
リッパ飛ばし大会開催!』
　スポーツの秋です。シートスのアリー
ナで、いろいろなスポーツを体験してみ
ませんか。
　今回のメインスポーツは「スリッパ飛
ばし大会」。どこまで遠くに飛ばせるかを
競います。子どもから大人まで手軽に楽
しみながら、白熱した戦いを期待します。
　他にもストレッチポールの講習やフロ
アカーリング体験、体力測定など盛りだ
くさんの内容です。
　ぜひ、ご家族お揃いでお越しください。
※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8日(月・祝)

午後1時～3時30分
▶場　所=シートス アリーナ
▶参加費=無 料
▶問合せ=生涯学習課

箕面市・豊能町
第5回箕面森町妙見山麓マラソン大会
10月1日(月)より申込開始
　５回目を迎えます箕面森町妙見山麓
マラソン大会を下記日程で開催します。
　詳細は、下記施設に置いている大会
要項をご覧ください。
　たくさんの方のお申し込みをお待ち
しています。
▶日　時=平成25年2月10日(日)
午前10時スタート
▶コース=とどろみの森学園～東とき
わ台小学校
▶種　目=10km、5km、3km
▶主　催=豊能町・豊能町教育委員会・
箕面市・箕面市教育委員会・豊能地域生
涯スポーツ推進協議会
▶大会要項配布施設

《東地区》教育委員会事務局・スポーツ
広場・中央公民館

《西地区》西公民館・ふれあい広場・図書
館・ユーベルホール・シートス・吉川支所
▶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

「ギターで聴くボサノヴァの名曲」
▶日　時=10月6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=播

は り ま

磨正
まさあき

明(ギター)、北
き た の

野隆
りゅうた

太
(パーカッション)、ゲスト:山

や ま だ

田紗
さ や か

耶加(ピ
アノ)、橘

きつない

内明
あきひろ

裕(フルート)
▶曲　目=赤いブラウス、いそしぎ、
ジェット機のサンバ、宇宙飛行士、ひまわ
り、他
▶主　催=豊能町教育委員会

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

 　～ふるさと納税で「とよの」を応援してください～　2012.10　広報とよの　　18

オオサカン999(スリーナイン)コ
ンサート
～チケット好評発売中!～
▶日　時=10月8日(月・祝)
午後2時～(開場午後1時30分)
▶場　所=ユーベルホール
▶入場料=999円(全席自由)
(3歳未満、膝上鑑賞無料)
▶曲　目=パイレーツ・オブ・カリビア
ン、昭和50年代ヒットパレード、嵐ベス
トヒッツ、となりのトトロ、美空ひばりメド
レー、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

ユーベルホール申込受付時間の
変更について
　10月5日(金)の貸館申込受付時間
について、下記のとおり変更となります。
お間違えのないようにお越しください。
▶リハーサル室使用(12月分)
午後1時～
▶ロビー使用(平成25年4月分)
午後1時～
　なお、ホール使用(平成25年4月～
10月分)については通常通り、午前9時
30分より行います。

興 味 を 深 め る

図書館講座
お話とスライドで楽しむ

「ピーターラビット」の世界
　児童文学の舞台を美しいスライドに
収めてコレクションをされている池田正
孝さんによるスライドトークです。今回
はピーターラビットの作者であるビアト
リクス・ポターの24冊の絵本のうち代
表的な作品をいくつか取り上げ、忠実に
写しとられた湖水地方の自然や作者の
生い立ちなどをスライドを見ながらお話
していただきます。あなたも絵本の世
界が本当に存在するという驚き、喜びを

味わってみませんか。
▶日　時=10月19日(金)
午後2時 ～4時
▶場　所=図書館集会室
▶講　師=池

い け だ

田正
まさよし

孝(中央大学名誉教
授、前東京子ども図書館評議委員)
▶対　象=児童文学に興味がある人
▶定　員=30人(多数の時締め切り後
公開抽選)
▶申込み=図書館カウンターまたは電話
▶締め切り=10月13日(土)
▶問合せ=図書館

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=10月19日(金)
児童コーナー 午前10時30分
　　　　　　　　～(約20分)
▶中央公民館=10月16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=10月14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親子
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=10月5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=10月3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

興味を深める

資源とごみの収集日【10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月に配布しました冊子「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。

～生ごみは「ギュッ！」としぼって減量化～
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図書館ガラスの大箱
「亥の子展」
　亥

い

の子
こ

は、旧暦10月亥の月の亥の日
に行われる年中行事で、主に西日本で
見られます。行事の内容としては、亥の
子餅を作って食べ万病除去・子孫繁栄を
祈る、子どもたちが地区の家の前でわら
と縄の槌で地面を搗

つ

いて回る、などがあ
ります。農村では稲刈りが終わった時期
であり、収穫を祝う意味でも行われます。
また、地面を搗くのは、田の神を天(ある
いは山)に返すためと伝える地方もあり
ます。
▶期　間=10月27日(土) ～11月18
日(日)
▶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。
　現在、貸出資料の延期処理について
は、来館およ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。図書館に登録
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させていただきま
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
の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ことがあ

ります。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

☆わが町とよのの自然体験
第7回森と遊ぼう!参加者募集
　町内の里山を掃除し、守ろう!作業後
は、町内で取れた食材でお昼ごはん。昼
からは縄編み体験や山で採ってきた材
料で木工細工に挑戦します。詳細は、町
ホームページをご覧ください。
▶日　時＝ 11月23日(金・祝)
▶場　所＝ 牧地区の里山ほか
▶参加対象＝町内小学生とその保護者
(小学1、2年生は保護者同伴のこと)
▶参加費＝300円/人
▶募集人数＝先着50名
▶申込期間＝10月1日(月)～19日(金)
▶主　催＝豊能町青少年指導員会
▶申込方法＝住所、氏名、年齢、保護者
名、連絡先を記入の上、はがきかFAX、
Eメールを下記まで送ってください。西
公民館窓口でも受付けます。
▶申込み・問合せ=生涯学習課
☎738-4628  FAX 738-3859
〒563-0104 光風台5-1-2

shouga igakushuu@town .
toyono.osaka.jp

秋季町民バドミントン大会
▶日　時＝11月18日(日)
午前 9時～午後4時
▶会　場＝スポーツセンターシートス
▶種　目＝
①中学生の部 ダブルス個人戦(ペアで
申し込んでください。)
[参加資格]町内在住の中学生
②一般の部 ダブルス団体リーグ戦(申
込み人数に応じて協会がチーム編成を
行いますので、個人で申し込んでくださ
い。)
[参加資格]町内在住・在勤者および町内
バドミントンクラブ所属の高校生以上

▶参加料=500円(当日徴収)
▶申込先=TELまたはFAXで。
☎&FAX738-5696(吉

よしはら

原)
▶申込締切=11月3日(土・祝)
▶その他=体育館シューズとラケットは
ご持参ください。
試合の形式や組合わせなどについては
協会に一任願います。
初心者の方も奮ってご参加ください。
事故の場合は応急手当以外責任を負う
ことができません。
▶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

☆誰でも気軽にできる球技･･･
ペタンクの集い
　健康づくりに、親睦に、フランスで生
まれた球技「ペタンク」を楽しみましょう。
▶日　時＝ 10月28日(日)
午前9時30分～11時30分
※雨天等で順延の場合は、10月31日
(水)
▶場　所＝ ふれあい広場
▶参加対象＝中学生以上の町内在住者
▶参加費＝100円(保険等の費用)
▶申込締切＝10月20日(土)
▶その他＝道具は同好会で準備します
ので動きやすい服装でお越しください。
毎週水・金・日曜、9時30分よりふれあい
広場で練習を行っていますのでこちら
もご参加ください。
▶主　催＝豊能ペタンク同好会・高齢大
同窓会豊能
▶申込・問合せ＝☎738-2174(竹

た け だ

田)
　　　　　　　☎738-0647(米

よ ね だ

田)

からだを使ってゲームをしよう
参加者募集
　今年はオリンピック年、ボーイスカウ
ト・ガールスカウトと一緒にスポーツや
ゲームをしましょう!!
▶日　時=10月21日(日)午後1時30
分～3時30分　受付 午後1時  
▶集　合=シートスアリーナ

インフォメーション

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

 　～ふるさと納税で「とよの」を応援してください～　2012.10　広報とよの　　16

▶対　象=5歳児～小学3年生(保護者
同伴)
▶内　容=キャタピラーゲーム・スプー
ンレース他
▶持ち物=水筒、タオル、体育館シューズ
▶申込み=参加費無料、10月15日(月)
までに電話かFAX
▶問合せ＝
ボーイスカウト豊能第2団
☎738-3824(紀

き い

井)
ガールスカウト大阪府第137団
☎738-1790(北

きたむら

村)

豊能科学工作教室 参加者募集
①『磁石の不思議』
▶日　時＝10月20日(土)午前10時～
正午
▶場　所＝西公民館
▶講　師＝上

う え の

野邦
くにはる

治先生
▶内　容＝日常使われている磁石、そ
の応用について、実験を通して理解を
深めよう。
②『晩秋の星空教室』
▶日　時＝11月17日(土)午後5時～8
時
▶場　所＝光風台自治会館および光風
台グラウンド
▶講　師＝村

む ら お

尾 毅
たけし

先生
▶内　容＝望遠鏡を作成し、秋の夜空
を観察。宇宙の神秘を学ぼう。
▶参加費＝各300円(保険代含む) 
▶持ち物＝筆記具
▶定　員＝小学生から大人まで計25名
(小学1・2年生は保護者付き添い必要)
▶申込先＝なるべく日中のFAXで。
☎&FAX736-0269(塩

しおたに

谷)
▶申込締切＝各回とも活動日の5日前
まで
(この活動は、独立行政法人 国立青少
年教育振興機構 子どもゆめ基金の助
成を受けています。)

混声合唱団 ザ・ブルーム
第4回コンサート
　東能勢小学校PTAコーラスから発足

して22年。同じ指導者のもと歌い続け
ています。
▶日　時＝10月28日(日)
午後1時30分(開場)
午後2時 (開演)
▶場　所=ユーベルホール
▶入場料=500円
▶曲　目=「ふるさとの四季」、「カラー
ズ」、「世界に一つだけの花」、「ヒットメド
レー」ほか
▶問合せ=☎738-2411(今

いまがわ

川)
　　　　　☎739-1746(笹

さ そ う

生)

第29回  秋のいけばな展
　秋の彩りに染まる景観の中で古来の
いけ花を観賞しながら琴の音色の世界
で一服のお茶を・・・
入場無料、お茶券・お菓子付き400円
▶場　所＝西公民館(大会議室)
▶日　時＝10月20日(土)～21日(日)
両日とも午前9時から午後4時まで
▶主　催＝豊能町茶華道連盟
▶後　援＝豊能町教育委員会
▶協　賛＝嵯峨御流・未生流・小原琉
山村御流・茶道同好会(2グループ)
千鳥会(琴)
▶問合せ＝代表 石

いしはら

原豊
ほうけい

恵
☎080-1425-8704

パソコン教室開講のご案内(スミレ)
▶日　時＝10月・11月
水曜日  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)
　パソコン無料貸し出し、持ち込みも歓
迎します。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。
▶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)

恒例のふたば園PTAバザー開
催!!
生活用品・衣類・おもちゃなどの掘り出し
物が見つかるかも!!
　地域の皆さんと園との交流を深める
ため、バザーを開催します。たくさんの
方のご来場をお待ちしています。
※バザーの収益費は、ふたば園PTA運
営費に使わせていただきます
※駐車場には限りがありますので、譲り
合ってご利用ください。満車の場合は、
スポーツ広場の駐車場をご利用くださ
い。
▶日　時=10月24日(水)
午前9時30分～正午
▶場　所=ふたば園(旧 東能勢幼稚園)
▶問合せ=ふたば園
☎739-1577

福祉バザー物品提供のお願い
　11月11日（日）に開催される「とよの
まつり」において、次の2団体がバザー
を計画しています。不用品等がありまし
たらご提供ください。

○豊能町手をつなぐ親の会
　家族が傍に居られない場合でも、住
み慣れた地域と繋がって暮らすことが
できるように、子ども達の自立とケア
ホームの設立に向けた取り組みの一環
として行います。
▶連絡先=東地区:森

も り た

田☎739-1606
　　　　　西地区:山

やまさき

崎☎738-4692

○豊能町肢体不自由児者父母の会・
ともがきクラブ
　障害者への理解、障害を持つ子ども
達の社会参加と自立に向け、様々な取
り組みを行うための資金づくりの一環と
して行います。
▶連絡先=三

み さ わ

澤☎739-2777
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