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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
　11月11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（12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（25年1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

第6回シートスクリスマス会開催
　Jr.体操発表会、ゲーム大会、ビンゴ
ゲームなど盛りだくさんの内容です。
豪華プレゼントあります。
▶日　時=12月9日（日）
午後2時～5時
（午後1時30分より受付開始）
▶場　所=シートスアリーナ
▶対　象=2歳から15歳（5歳以下の
お子さんは保護者の同伴が必要です。）
▶定　員=200名
▶参加費=会員700円（税込）
一般900円（税込）
▶持ち物=体育館シューズ、タオル
▶申込み開始=11月6日（火）
▶申込み締切=12月2日（日）

参加費を添えてシートス受付にてお申
込みください。
▶問合せ=シートス

第5回箕面森町妙見山麓マラソン大会
参加者募集中（12月28日（金）まで）
　ゲストに女子ハンマー投
げ、円盤投げの日本記録保
持者・室伏由佳さんを迎え、
第5回大会を開催します。
　詳細は、町内各公共施設に置いてい
る大会要項、またはホームページをご覧
ください。
▶日　時=平成25年2月10日（日）
▶種　目=10km、5km、3km、ファミ
リージョギング
▶URL=
HP http : //www.town . toyono .
o s a k a . j p / www / c o n t e n t s /
1256258620310/index.html
▶問合せ＝生涯学習課　
☎738-4628

「東能勢卓球クラブ」
平成24年度生涯スポーツ優良団
体文部科学大臣表彰受賞
　去る10月5日、東京都千代田区にお
きまして平成24年度生涯スポーツ優良
団体（スポーツクラブ）表彰式が行われ、
本町の東能勢卓球クラブ（代表:山崎孝
善）が文部科学大臣表彰を受けられまし
た。
　東能勢卓球クラブは、昭和52年に設
立し、地元小学校での卓球教室開催な
どに尽力して卓球競技の裾野拡大や青
少年の健全育成、町民のスポーツ振興
に長年貢献したことが評価されました。
　今後も地域活動発展のため益々のご
活躍を期待しています。



▶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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音　楽　を　聴　く

ユーベルワンコインロビーコン
サート
「命のつながりコンサート」
～感動の名曲をあなたの胸に～
▶日　時=11月3日（土・祝）
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=（歌）宇

う つ

都朋
と も こ

子、田
た い

井靖
やすなお

侃、
（ピアノ）山

や ま だ

田紗
さ や

耶加
か

、（フルート）橘
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内
明
あきひろ

裕、（バス）玉
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志、（司会）内
うちばやし

林裕
ひ ろ こ

子、
ゲスト：（バイオリン）川

かわむら

村弥
や よ い

生
▶曲　目=シェルブールの雨傘、愛情物
語、百万本のバラ、涙そうそう、秋桜、ヨ
イトマケの唄、知床旅情、他
▶主　催=豊能町教育委員会

とよのまつり
オオサカンポップスコンサート
～フィルハーモニック・ウインズ大
阪withオリタノボッタ～
～チケット好評発売中!～
▶日　時=11月11日（日）
午後6時～（開場午後5時30分）
▶場　所=ユーベルホール
▶入場料=一般3,500円、シニア（60
歳以上）2,500円、学生（大学生以下）
1,500円、フレンズ会員3,000円
（全席自由・当日各500円増）
▶スペシャルゲスト=光

み つ だ

田健
けんいち

一
▶曲　目=アルルの女よりファランドー
ル、ピアノコンチェルト、青春の輝き、
ビューティフルネーム、光田健一オリジ
ナル、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

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=11月16日（金）

児童コーナー　午前10時30分
～（約20分）
▶中央公民館=11月20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=11月14日（水）
▶問合せ=図書館

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=11月2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31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

図書館ギャラリー
「浦　政一　水彩画展」
　60の手習いで描いてきた作品です。
今では生きがいで楽しく描いています。
どうぞお立ち寄りください。
▶期　間=11月13日（火）～11月27
日（火）　最終日は午後4時まで、　15
日（木）、22日（木）は休室です。
▶出　展=浦

うら

　政
まさかず

一（新光風台在住）
▶場　所=図書館　集会室
▶問合せ=図書館

図書館ガラスの大箱
「SPレコード展」
　蓄音機で音楽を楽しんだ時代のレ

音楽を聴く

興味を深める

資源とごみの収集日【11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
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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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コードジャケットを展示します。現代でも
通用するモダンなイラストがあるもの
や、右から読む横書き文字タイトルのレ
コードもあります。
　展示期間中、11日（日）のとよのまつ
りの日には、蓄音機で聴くミニ鑑賞会を
ひらきます。ぜひ、懐かしいアナログの
音を楽しんでください。
▶期　間=10月27日（土）～11月29
日（木）
▶所　蔵=豊能町立郷土資料館
▶問合せ=図書館

Library　　N　e　w　s

読書週間です!
10月27日（土）から11月9日
（金）は読書週間です。
　読書週間初日が「文字活
字文化の日」に制定され、文
化の日を中心にした2週間
が読書週間と定められています。第66
回を迎える今年の標語は、「ホントノキ
ズナ」です。
　いま、電子メディアの発達によって、
世界の情報伝達の流れは、大きく変容し
ようとしています。しかし、その使い手が
人間であるかぎり、その本体の人間性
を育て、かたちづくるのに、「本」が重要
な役割を果たすことは変わりありませ
ん。
　暮らしのスタイルに、人生設計のな
かに、新しい感覚での「本とのつきあい
方」を取り入れていきませんか。

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
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いたします。
　図書館の資料は町民皆さんの共有財
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6回フロアカーリング大会
参加者募集!
　冬季オリンピックで一躍有名になっ
た氷上のチェスとも言われる「カーリン
グ」。そのカーリングを手軽にフロアで
楽しめるようにアレンジしました。　ス
トーンは、スポーツ推進委員会で製作し
たオリジナルです。
　誰もが簡単に楽しめ、勝敗に体力は
関係ありません。少しの練習で未経験
者でも簡単にゲームに参加できます。
　家族チーム、仲良しチーム、職場チー
ムなどなど、どんなチーム編成でもOK
です。　さぁ！　3人集めて参加しましょ
う!　申込等詳細は、町ホームページま
たは各施設に備え付けのチラシをご覧
ください。
▶日　時=12月8日（土）
正午～午後4時
▶場　所=シートスアリーナ
▶募集チーム数=16チーム
▶参加費=500円（1チーム）
※当日徴収します。
▶締切り=11月15日（木）

▶主　催=豊能町スポーツ推進委員会
▶申込み・問合せ=生涯学習課（西公民
館内）

第19回豊能音楽祭
～うたう歓び、奏でる歓び～
▶日　時=11月18日（日）
午後1時30分（開演）
午後1時（開場）
▶場　所=ユーベルホール
▶入場料=協力券　300円（前売）
　　　　　　　　　500円（当日）
▶出演団体=クリトメリア、The　
Bloom、とよのウクレレクラブ、豊能女
声コーラス「愉

ゆ ら

楽の会」、千鳥の会、混
声合唱団クオーレ、豊能混声ユーベル
コール
▶主　催=豊能音楽連盟
▶後　援=豊能町・豊能町教育委員会
▶問合せ=
☎090-5257-3823（逸

い つ き

木）
☎090-5367-7341（福

ふく

）
HP http ://toyono-ongakusai .
webnode.jp/

第3回北摂3町民ゴルフ大会
（豊能町・能勢町・猪名川町）
▶日　時=12月10日（月）
▶場　所=鳴尾ゴルフ倶楽部
▶参加資格=豊能町、能勢町、猪名川町
在住在勤のアマチュア町民（18歳以上）
▶参加費=15,000円（プレー費、昼食、
会食費等含む）
▶募集人数=各町40名（先着）
▶申込方法=往復ハガキで、申込者全
員分の住所、氏名（ふりがな）、性別、生
年月日、電話番号を記入の上、鳴尾ゴル
フ倶楽部までお申し込みください。
※要項は、中央公民館、西公民館にあり
ます。
▶申込期間=11月1日～11月15日
（必着）ただし、定員になりしだい締め
切ります。
▶主　催＝鳴尾ゴルフ倶楽部
▶後　援＝豊能町教育委員会ほか

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
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▶申込み・問合せ
一般社団法人　鳴尾ゴルフ倶楽部
〒666-0155川西市西畦野字金ケ谷
1-4　☎072－794－1011

とよのルネサンス「第5回フォトグ
ループ・彩写真展」
　当地域の写真アマチュアグループで
す。是非お越しください。
▶日　時=11月21日（水）～25日
（日）　午前10時～午後7時　
（25日は午後5時まで）
▶場　所=西公民館地階
▶問合せ=とよのルネサンス　
フォトグル―プ・彩
☎738―0617（山

や ま だ

田）

社交ダンス「スパイラル」会員募集
　健康のために、社交ダンスを始めま
せんか!　特にシニアの方、また男性の
方、大歓迎です。
▶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=西公民館大会議室または中
会議室
▶月会費=1,750円（入会金不要）
▶指　導=プロダンスインストラクター
　一ヶ月間体験入会の場合は月会費は
必要ありません
▶問合せ=
☎738-1521（星

ほ し の

野）
☎738-1371（奥

おくむら

村）
☎738-5235（服

はっとり

部）

水ぼく画教室「水ぐき会」会員募集
　墨、願彩などで四季折々の植物など
楽しく描いています。
うちわ・扇子などの作品作りもしています。
▶日　時=毎月　第2、第4　金曜日
午前10時～正午
▶場　所=西公民館
▶会　費=2,000円（月額）
▶入会金=1,000円

▶問合せ=
☎738-4067（斎

さいとう

藤）

猪名川水環境シンポジウム2012
　猪名川への関心と理解を深めるため、
流域住民と共に考えるシンポジウムを
開催します。
▶日　時=12月8日（土）
午後1時30分～4時30分
▶場　所=アステ川西　アステホール
（阪急川西能勢口駅　徒歩1分、JR川
西池田駅　徒歩3分）
▶主　催=国土交通省猪名川河川事務所
▶開催内容=猪名川の現状報告・基調
講演・猪名川水環境改善の活動報告・猪
名川水環境に関するクイズ・水環境に関
するパネル展示
▶参加費=無料
▶定　員=200人（先着順）
▶申込み・問合せ=猪名川水環境シンポ
ジウム事務局（猪名川河川事務所　調
査・品質確保課）☎751-1986

青少年育成協議会名 事業名 実施場所 開催日
東能勢小中学校区
青少年育成協議会 ミニスポーツ大会 東能勢中学校 10月28日（日）

吉川小学校区
青少年育成協議会 第19回餅つき大会 吉川小学校 12月 3日（日）

光風台小学校区
青少年育成協議会 秋の日のつどい 光風台小学校 10月27日（土）

東ときわ台小学校区
青少年育成協議会 みんなで遊ぼう 東ときわ台小学校 12月 1日（土）

　青少年育成協議会は、各小学校区を中
心に設置されており、校区の青少年の健
全育成や地域交流を目的に活動していま
す。
　これから秋・冬に向けて各校区の青少
年育成協議会では、活動の中心となる事
業が予定されていますので、ご紹介しま
す。
▶問合せ＝生涯学習課（西公民館内）

青少年育成協議会の活動

11月は児童虐待防止推進月間です。
   子どもへの虐待の問題が深刻になっている今、「子どもたちが健やかに育つように」という
願いのもと、一人でも多くの方に「児童虐待防止」に関心をもってもらい、何ができるかを考え、
また、行動をおこしてもらおうという活動が「オレンジリボンキャンペーン」です。

連絡先                          
・児童虐待相談・児童家庭相談窓口（教育支援課）
　･･･ ☎ 739-3427 
（月～金 午前9時～午後5時30分）
・池田子ども家庭センター…☎751-1800 
（月～金 午前9時～午後5時30分）
・児童虐待110番（児童相談全国共通ダイヤル）
　…☎0570-064-000

児童虐待防止キャンペーン講演会
▶日　時＝11月5日（月） 午後2時～4時
▶場　所＝西公民館 大会議室
▶講演内容＝「今ごろの子育て」
▶講　師＝ 白山 真知子さん （パスウェイズジャパン

事務局長、認定トレーナー 臨床心理士）
▶申込み・問合せ＝教育支援課 739-3427 
▶締　切＝1 1月2日（金） ☆託児が必要な方は、
　　　　　教育支援課へ連絡ください。

こんな子どもや家庭を見かけたら、連絡を !
□不自然な「あざ」「傷」などがある
□衣服や身体がいつも汚れている
□暗くなっても外を歩き回ったり、家に帰りたがらない
□長時間、外やベランダなどに出されている
□保護者が不在がちで、いつも子どもだけでいる
□登校させない、食事を与えられていない
□ 大声をあげ、こどもや家族に暴力をふるっ
ている様子が感じられる

　「虐待かな ?」と思ったら、た
めらわずに連絡してください。あ
なたの勇気で子どもも保護者も
救われます。違っていても構いま
せん、連絡した方の情報は守られ
ます。

オレンジリボンキャンペーン実施中！！

平成25年
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