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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
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
　1月13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（2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（3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

シートス年末年始お休みのご案内
12月28日（金）～1月3日（木）
を休館いたします。

交通規制のお知らせ
　来る2月10日（日）に箕面市・豊能町
第5回箕面森町妙見山麓マラソン大会
が開催されます。
　当日は、午前9時20分から午後0時
30分頃の間、コース周辺におきまして
交通規制を行います。
みなさまのご理解・ご協力をお願いしま
す。
▶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
「新春ヴァイオリンとピアノによる名
曲コンサート」
▶日　時=1月12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=川

かわむら

村弥
や よ い

生（ヴァイオリン）、
大
おおはら

原 愛
あい

（ピアノ）
▶曲　目=クライスラー/愛の喜び、サ
ンサーンス/白鳥、シューマン/トロイメ
ライ、ヴィエニアフスキー/モスクワの
思い出、ポンセ/エストレリータ　ほか　
▶主　催=豊能町教育委員会

オオサカン
「ニューイヤーコンサート2013」
～チケット好評発売中!～
▶日　時=1月6日（日）午後2時～（開
場午後1時30分）
▶指　揮=木

き む ら

村 吉
よしひろ

宏
▶曲　目=楽劇「ニュルンベルクのマイ
スタージンガー」より、歌劇「カルメン」
より、行進曲「威風堂々」第1番、喜歌劇

「こうもり」序曲、シュトラウスのポルカ
の名曲より、ワルツ「美しく青きドナウ」
ほか　
▶場　所=ユーベルホール
▶入場料=全席指定
一般2,500円、シニア2,000円、学生
1,000円、フレンズ会員2,000円
※当日各500円増
▶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

教　養　を　深　め　る
図書館講座
「やさしい脳科学講座（第2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。　
　第2回目は、視覚の脳科学<見ている
ものと見えるもの>網膜に映った像は、
脳では形、色、動きなどが異なる場所で
解析され、これらを束ねて一つの像を作
ると、「見える」と感じます。では、どのよ
うに束ねるのでしょう?「見える」の脳の
仕組みに迫ります。興味のある方はぜひ
ご参加ください。
　また、来月の第3回目は、心の脳科学

音楽を聴く

教養を深める



▶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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<動物の心・コンピュータの心>を予定
しております。
▶日　時=1月12日（土）
　　　　　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
※申込み多数のため締め切りました。
▶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=1月18日（金）児童コーナー
午前10時30分～（約20分）
▶中央公民館=1月15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=1月13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=1月11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=1月9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～
▶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
「今年の干支は、え～っと・・・?」
　干支にまつわる資料やお正月にちな
んだ資料を展示しますので、ぜひご覧く
ださい。
▶期　間=1月5日（土）～20日（日）
▶問合せ=図書館

Library　　N　e　w　s
年末年始のお知らせ
　図書館ならびに中央公民館図書室の
平成24年末の開館は12月27日（木）
まで、年始の開館は1月5日（土）からで
す。
　また、年末の特別期間にお借りになっ
た資料は、あらかじめ4週間の貸出期限
となっているため、延長ができませんの
でご注意ください。
　なお、年末年始の休館中は返却ポス
トをご利用いただけません。ご協力をお
願いします。

蔵書点検整理のため休館します
　図書館ならびに中央公民館図書室は、
蔵書資料の点検整理のため次の期間、
休館します。
　図書館=1月21日（月）～31日（木）

　中公民館図書室=1月21日（月）～　
　　　　　　　　　28日（月）
　なお、休館により、あらかじめ貸出期
間を長く設定します。詳しくは館内掲示
をご覧ください。

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、

資源とごみの収集日【1月】

地区 吉川
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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
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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
クリーン・ハイキング2013
　箕面森町妙見山麓マラソン大会を前
にコース周辺の清掃ハイキングを開催
します。
　ゴール地点ではカップ豚汁、おしるこ
等を用意しています。
　気持ち良くランナーたちを迎えるた
め、ご協力をお願いします。　
　誰でも参加いただけます。申込不要。
詳細は、町ホームページ（生涯学習・文
化・スポーツのところ）をご覧ください。
▶日　時＝1月26日（土）
　　　　午前10時集合～正午頃まで
▶集合場所＝ふれあい広場（運動広場）
▶清掃コース＝東ときわ台高区配水池
～マラソンコース（吉川光ケ谷）周辺ほ
か全2コース　約2km
▶持ち物＝軍手、ゴミ袋
▶主　催＝町体育連盟
▶詳細・問合せ＝　町体連事務局
　　　　　　　　　（生涯学習課内）
　　　　　　　　　　☎738-4628

とよのまちの音楽家による「ほっこり
昼下がりロビーコンサート」
▶日　時=1月19日（土）
　午後2時開演（1時30分開場）
▶場　所=ユーベルホールロビー
▶入場料=500円（定員100名）　　
▶出　演=バーバーショップ・カルテット
　カレイドスコープ　五色豆
田
た い

井 靖
やすなお

侃（歌）、宇
う つ

都 朋
と も こ

子（歌）、
播
は り ま

磨 正
まさあき

明（ボサノヴァギター）、　
北
き た の

野 隆
りゅうた

太（パーカッション）、橘
きつない

内 明
あきひろ

裕
（フルート）、川

かわむら

村 弥
や よ い

生（ヴァイオリン）、
本
ほ ん だ

田 浩
ひろゆき

之（トランペット）、野
の な か

中 みさえ
（パラグアイハープ）、野

の な か

中 一
かずひろ

弘（ギ
ター）、山

や ま だ

田 紗
さ や か

耶加（ピアノ）、玉
たまおき

置 智
さ と し

志
（ベース）、内

うちはやし

林 裕
ひ ろ こ

子（司会）

▶曲　目=～ジャンルをこえて
　　　いろんな音楽をお届けします～

「いつも何度でも」「ヨイトマケの唄」「リ
ベルタンゴ」「トランペット吹きの子守
唄」「男と女」「アマポーラ」「花は咲く～
NHK東日本大震災プロジェクト～」「マ
ンボNo5」　ほか
▶主　催=とよのまちの音楽家連盟
▶後　援=豊能町教育委員会
▶問合せ=☎090-4564-0273

（山
や ま だ

田）

とんど焼きのご案内
西地区
▶日　時=1月12日（土）　
午前10時～11時45分
※雨天中止
▶場　所=東ときわ台小学校
東地区
▶日　時=1月13日（日）
　午前10時～正午
　（火落としは午前11時30分）
▶場　所=スポーツ広場
☆両日とも、豚汁やおもちなどの販売あ
り。おわんとおはしをご持参ください。
☆しめ縄はみかんや針金を取り除いた
状態でお持ちください。
▶問合せ=特定非営利活動法人　　　
　北摂こども文化協会
☎761-9245

エクセル教室（もくれん）開講のご
案内（2013年2月スタート）
　エクセルで脳トレしませんか?エクセ
ルソフトを使って、表やグラフ、計算、家
計簿など勉強します。パソコン無料貸し
出しあり。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。
補助スタッフが多数いますので、安心し
て学習ができます。

▶日　時＝水曜日　午後1時から（1回
2～3時間、月2～4回）
▶場　所＝西公民館
▶会　費=1時間500円 入会金および
教材費は不要
▶問合せ=☎736-1030（本

もとひさ

久）

劇団カッパ座公演
等身大ぬいぐるみ人形劇「ピノキオ」
▶日　時=1月19日（土）
午後1時30分開演
▶場　所=いたみホ－ル（伊丹市立文化
会館）
▶入場券=前売券　大人1,500円
子ども（3歳から小学生まで）1,000円
全席自由　
▶問合せ=伊丹・川西カッパ友の会事務
局　☎（072）775-2440

すみれクラブ（卓球）新メンバー募集
　会員の健康維持および相互の親睦を
目的に毎回和気あいあいの中でソフト球

（軟球で通常球よりやや大きく、柔らか
く軽い）による中高年向きの（メンバー
平均65歳）卓球クラブです。
▶日　時=毎月　第2、4火曜日　
　午前9時から正午
▶場　所=西公民館　大会議室
▶会　費=月額500円　入会金不要
▶問合せ＝☎738-2389（浜

は ま な

名）

パソコン教室開講のご案内（カトレア）
　入門コ－ス（はじめて習う方向き）。
　パソコン無料貸し出しあり。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。補助スタッフが多数
いますので、安心して学習ができます。
▶日　時＝火曜日　午前10時～正午
▶場　所＝西公民館
▶期　間＝２月～３月（２ヶ月間）
▶会　費＝月4,000円（月4回）
　　　　入会金および教材費は不要
▶問合せ＝☎736－1238（虎

と ら ま

間　
麻
ま い こ

衣子）

インフォメーション

　旧暦亥の月亥の日に行われる
亥

い

の子
こ

。今年も地区内の子どもた
ちが各戸を訪れ、元気よく囃子に
のせて、藁でつくった亥の子槌で
地面をたたいて豊作を祝いました。

フォトニュース

11月22日　木代にて


	toyono1 15
	toyono1 14
	toyono1 13

