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カ�ラ�ダ�を�動�か�す
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
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

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
　12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（1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（2月分）
����正午～�予約表受付

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

シートス年末年始休館のお知らせ
12月28日（金）～1月3日（木）
を休館いたします。

締切迫る!!��12月28日（金）まで
第5回箕面森町妙見山麓マラソン大会
　寒風を切り裂いて、大阪一しんどい
コースにチャレンジだ!
�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
▶ゲスト＝室

むろふし

伏由
ゆ か

佳（ミズノアスレチッ
ク）
▶URL=
HPhttp://www.town.toyono.osaka.jp/
www/contents/1256258620310/
index.html
▶問合せ＝�生涯学習課�
☎738-4628

音�楽�を�聴�く
ユーベルワンコインロビーコン
サート
「クリスマスゴスペルコンサート」
▶日　時=12月1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=One�Voice�Kawanishi
▶曲　目=Love�One�Another、
Friend�Of�God、新しい力、今宵わたし
のために、クリスマスメドレー、ほか�
▶主　催=豊能町教育委員会

ノボッタさんとオオサカンの
「クリスマススコンサート」
～チケット好評発売中!～
▶日　時=12月15日（土）
▶午前公演＝午前11時～（開場午前
10時）
（曲目・内容）みんなで歌おう!クリスマス
ソング、名探偵コナン、ディズニーナン
バーより、ほか
※開場後ロビーでは「ツリーに飾りつけ
しよう!」などみんなで楽しめるイベント
盛りだくさん!
▶午後公演＝午後2時～（開場午後1時
30分）
（曲　目）嵐ベストヒッツ!、クリスマスソ
ング、名探偵コナン、ルパン三世のテー
マ、ディズニーナンバーより、ほか
※開場後のイベントはありません。
▶場　所=ユーベルホール
▶入場料=大人1,500円、小中学生
1,000円、子ども500円、親子ペア
1,800円
※午前の部は、3歳未満膝上鑑賞無料
※午後の部は、子ども、親子ペア券はあ
りません。
▶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

米朝一門�ユーベル寄席
▶日　時=平成25年2月16日（土）
午後2時～（開場午後1時30分）
▶場　所=ユーベルホール

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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▶入場料=前売り（全席指定）
一般3,500円、割引3,000円、2階席
2,500円
※当日は各500円増
※割引対象=大学生以下、60歳以上、
障害者およびその介助者
※未就学児は入場できません
▶出　演=桂

かつら

南
なんこう

光、桂雀
じゃくさぶろう

三郎、桂吉
き ち や

弥、
桂歌

うたのすけ

之助、桂二
にじょう

乗
▶入場券発売=12月8日（土）
午前10時～
▶発売場所=ユーベルホール、中央公
民館
▶電話予約=12月8日（土）午後1時か
ら開始。ただし、残券がある場合のみ。
▶主　催＝豊能町・豊能町教育委員会
▶制作協力＝（株）米朝事務所

教�養�を�深�め�る
図書館講座
「やさしい脳科学講座（全3回）」
　いまだ全容が解明されていない「脳」
について、全3回の講座でわかりやすく
解説していただきます。�参加は、全3回
でもどれか1回でも可能です。興味のあ
る方はぜひご参加ください。
　第1回目は、�子育ての脳科学<三つ
子の魂百まで>�幼少期に獲得した能力
は一生変わらないという、「三つ子の魂
百まで」の科学的根拠を、幼少期の脳で、
何が起っているかに注目して、お話いた
だきます。第2回は視覚の脳科学<見て
いるものと見えるもの>、第3回は�心の
脳科学<動物の心・コンピュータの心>
の予定です。
▶日　時＝
第1回��12月15日（土）
第2回��平成25年�1月12日（土）
第3回��平成25年�2月1６日（土）
いずれも午後2時から3時30分
▶場　所=図書館集会室
▶講　師=松本�修

のぶよし

文（九州工業大学
名誉教授・理学博士）�豊能町在住
▶対　象=教養を深めたい方
▶定　員=各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＝
��第1回��12月13日（木）
��第2回��平成25年1月10日（木）
��第3回��平成25年2月14日（木）
▶問合せ=図書館

リサイクルフェア
　図書館での役割りを終えた本と雑誌
について、有効利用を図ることを目的に
無償でお譲りします。事前の申し込みは
不要です。ぜひご利用ください。
　なお、資料がなくなり次第終了します
ので、あらかじめご了承ください。
▶期　間=12月7日（金）午後1時～
13日（木）の開館時間内（午前10時～
午後6時）
▶場　所=図書館集会室
▶対　象=図書利用券をお持ちの方、
または豊能町にお住まいの方
※図書利用券は即日発行できますが、利
用券をお持ちでない方も、住所がわかる
ものをご提示いただければ結構です。
▶冊　数=ひとり20冊まで

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=12月21日（金）
児童コーナー�午前10時30分～（約
20分）

▶中央公民館=12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=12月16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=12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=12月5日（水）
▶問合せ=図書館

図書館�ものがたりのじかん＆ク
リスマス・スペシャル
　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。
　なお12月22日（土）は、「ものがたり
のじかんクリスマス・スペシャル」、時間

教養を深める

資源とごみの収集日【12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
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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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を約15分延長して実施しますので、お
友だちを誘ってぜひお越しください。
▶日　時=毎週土曜日��午前11時～
▶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
「Welcome!,Christmas� of�
decorative�painting」
　身近なものを自分らしい彩りで装飾
する、デコラティブペインティング。
　12月ですのでクリスマスをメインに、
今年本に紹介されたオリジナル作品も
展示します。
　また、クリスマスを過ぎると、お正月
バージョンに作品を入れ替えます。
　一年で一番華やかに彩られるこの
シーズンの作品をぜひご覧ください。
▶期　間=12月1日（土）～27日（木）
▶出　展=高橋�眞

ま み

美（豊能町在住）
▶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
豊能混声ユ－ベルコ―ル
クリスマス�コンサ―ト
�ゲスト�森�美鈴（トランペット）�
▶日　時=12月16日（日）午後2時開演
▶場　所=ユ―ベルホ―ル（入場無料）
▶曲　目＝アヴェマリア�
　アルカデルト、カッチ－ニ、ブストら5
人の作曲家の作品をお聴きください。
▶問合せ=☎738-4734（永

な が い

井）
　　　　��☎738-0529（石

いしづか

塚）

女声合唱団�クリトメリア
クリスマス�ミニ�コンサ―ト
　クリスマスのひと時をご一緒に ! ぜひ、
お越しください。お待ちしています。
▶日　時=12月13日（木）午前11時開演
▶場　所=西公民館大会議室
▶曲　目=アヴェ・マリア、聖しこの夜、
クリスマス・イブ
▶問合せ=☎739－1945（苅

か ん だ

田）

ジョコ－ソ�レイド�ウィンドオ－ケストラ
GIOCOSO�RAID�WIND�ORCHESTRA
Secondo�Concerto�
▶日　時=12月23日（日）午後3時30
分～（午後4時開演）
▶場　所=ユ―ベルホ―ル（入場無料）
▶曲　目＝交響詩「ロ－マの祭り」より
1、4楽章（0.レスピーギ）、フェスティ
ヴァル・ヴァリエ－ション�（C.T.スミス）、
吹奏楽のための交響詩「ぐるりよざ」�
（伊藤�康英）、百年祭（福島�弘和）�、
をどり唄（柏崎真一）
▶後　援＝豊能町教育委員会
▶問合せ=☎080-6161-0141

（佐
さ さ き

々木）

第5回「心が弾む絵手紙展と絵手
紙体験」
展示テ－マ「ありがとう&年賀状」
▶展示日時=12月3日（月）から

12月16日（日）正午まで
▶展示場所=西公民館地階ロビ－
体験テ－マ「絵手紙と古代文字の年賀
状」先着20名（参加費200円）
▶体験日時=12月4日（火）
����午後2時から4時まで
　（午後1時30分�受付）
▶主　催=豊能絵手紙の会
▶問合せ=☎738-0173（今

い ま い

井）

大阪市立視覚特別支援学校
高等部入学者募集
　大阪市立視覚特別支援学校高等部職
業課程では、視覚に障がいがある方（全
盲・弱視）を対象に生徒を募集します。
　あん摩マッサージ指圧師の資格取得
のための保健理療科と、あん摩マッサー
ジ指圧師、はり、きゅうの資格取得のため
の理療科があります。いずれの科も様々
な年齢層の方が勉学に励んでいます。
　スクールバス、寄宿舎もあり、また文
字の読み書きがご不自由な方にも受験
の際に配慮いたします。
▶問合せ=大阪市立視覚特別支援学校
高等部☎06-6328-7000

シニア2年制大学校　受講生募集
　シニア層を対象とした年度制講座で
す。北摂各地区で開催します。
▶内　容=野菜づくりを楽しむ科�ほか
▶場　所=吉川自治会館�ほか
▶参加費=入学金5千円、年間受講料各
3万9千円、耕作費用6千円
▶申込み・問合せ=〒５６３-０１０４�光風
台４-１０-１７�大阪府北部コミュニティ
カレッジ�☎０９０-３８９６-５１９３（岡

お か だ

田）

�フォトニュース
�　珍しいお芋がとれました！　　
�ふたば園
�芋ほり体験にて

L ibrary�News

インフォメーション
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