
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　2013.9　広報とよの　〜たばこは町内で買いましょう〜　

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。

巡回バスのお知らせ
　巡回バス登録は随時受付しています。
　詳細は、シートスまでお気軽にお問い
合わせください。

▶成人向け教室
（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
▶子ども向け教室
（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・小児・学童クラスな
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
　9月8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

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（11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5時30分〜8時
▶スポンジテニス
 第1・3土曜日 午前9時30分〜正午
▶バドミントン
 第2・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

ウエルカム!ベビースイミング無料
体験へのご招待
　平成25年1月1日以降に誕生した赤
ちゃんとその保護者をご招待します。
▶実施日=毎週水・土曜日 午前10時〜
11時
▶実施場所=シートス （屋内温水プー
ル）
▶体験できる月齢=6〜7カ月の時に1
回、12〜13カ月の時に1回の合計2回
▶定　員=毎回5組（先着順）
▶申込み=事前予約（希望日の1週間前
まで）
▶問合せ=シートス

施設の定期点検に伴う休館につい
て
　9月28日（土）〜10月3日（木）まで
施設の定期点検を実施するため、休館
させていただきます。ご迷惑をおかけし
ますが、あらかじめご承知おきください。

音 楽 を 聴 く
ユーベルロビー登録者による

「Autumn In  Toyono」
～チケット好評発売中!～
▶日　時=9月7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
▶運営協力費=500円（定員100名）
▶出　演=「Moment  Jazz  Trio」
泉

いずみ

正
まさひろ

浩（Bass）、山
やまもと

本 昌
しょう

（Alto sax）、
竹
たけうち

内 正
ま さ し

史（Piano）
▶曲　目=september in the rain、
枯葉、moon glow ほか
▶主　催=豊能町教育委員会

昼下がりの音楽会
～チケット好評発売中!～

「サックス四重奏 with DAIRI
～ええとこどりon サックス!～」
▶日　時=8月31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
▶出　演=フィルハーモニック・ウインズ
大阪の楽員
▶曲　目=アイネ・クライネ・ナハトム
ジーク第1楽章、天城越え、A列車で行
こう、リバーダンスより「ファイアーダン
ス」 ほか
▶主　催=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

「フルート・ハープ 二重奏
～ハープとフルートの調べ～」
▶日　時=9月14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
▶出　演=フィルハーモニック・ウインズ
大阪の楽員
▶曲　目=愛の挨拶、オペラ「カルメン」
より間奏曲、ムーンリバー、フルートと
ハープの為の協奏曲より第2楽章 ほか
▶主　催=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

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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教�養�を�深�め�る
オトナの大学
―とよの生活・科学・文化講座―
書物のルーツを求めて（全3回）
第2回  9月14日（土）

「紙のはじまりの話」
　紙はいつごろ、だれが発明したのか。
また、その技術はどのようにして伝播し
て行ったのか。和紙と洋紙の違いは?�
紙がいつどこで印刷と出会うのかなど、
身近な「紙」にまつわる興味深いお話で
す。
▶時　間=午後2時～3時30分
▶場　所=図書館集会室
▶講　師=村

むらなか

中 豊
ゆたか

（元（株）DNPメディアクリエイト関西社
長、京都精華大非常勤講師）
▶定　員=30人（先着順）
▶申込み・問合せ=図書館カウンターま
たは電話

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―
▶場　所=図書館児童コーナー�9月
20日（金）午前10時30分～（約20分）
中央公民館軽運動室�9月6日（金）午前
11時～（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）
▶申込み・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6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）
▶申込み・問合せ=図書館

The.ギャラリー
「私この絵に癒され展」
　作者の和田さんは、箕面市の絵手紙
ボランティアサークルに参加され、豊か
な感性で描かれた癒し系の絵手紙が評
判となり、各所で巡回展示をされていま
す。
　下記期間図書館集会室で展示してい
ます。10月～12月分は、後日館内に展
示します。
▶日　時=8月31日（土）～9月18日
（水）※9月5日（木）、12日（木）は午後
休室
▶出　展=和

わ だ

田�千
ち え

絵�（箕面市絵手紙ボ
ランティアサークルSACHI）
▶場　所=図書館集会室

「子ども写真教室作品展」
　夏休み子ども講座に参加した子ども
たちが、それぞれの夏の思い出を写真
で表現しています。
▶日　時=9月15日（日）～29日（日）
▶場　所=図書館郷土資料室

図書館ガラスの大箱
「昔の道具展―ガリ版―」
　昭和時代に使われた印刷機、ガリ版
印刷に必要な道具、「ロウ紙」と呼ばれた
うすい専用紙と、金属でできたヤスリ板、
そして鉄筆を展示します。
▶期　間=8月31日（土）～9月26日
（木）
▶出　展=豊能町立郷土資料館
▶問合せ=図書館

リユースフェア
　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。���
▶期　間=9月20日（金）午後1時～9
月25日（水）
▶時　間＝午前10時～午後5時45分
▶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

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。

教養を深める
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かるものをご提示いただければ結構で
す。

Library��N�e�w�s
図書利用券の更新について
　11月よりすべての利用登録者を対
象とした更新手続きを行います。
　更新の際は、運転免許証等の現住所
と生年月日がわかる書類の提示をお願
いします。今回更新すると、更新した日
から3年間利用券が有効となります。
　なお、利用券は継続してそのままご利
用いただきます。
▶更新日=11月1日（金）以降最初の利
用時
▶問合せ=図書館

インフォメーション
～秋の湖風に背中を押されて...～
サイクリングにでかけませんか?
　秋風が肌に心地よい季節。爽やかな
湖風を受けながら、サイクリングに出か
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19日（土）午前7時�
西公民館出発
▶コース=三方五湖半周コース（福井
県）
▶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=30名（定員を超えた場合は
抽選）
▶参加費=2,500円
▶締切り=9月12日（木）
▶主　催=スポーツ推進委員会
▶問合せ=生涯学習課

第14回 町民ゴルフ大会
▶日　時=10月28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=950円�ただし、プレー費等
9,850円は各自精算

▶募集人数=先着160名
▶申込期間=9月4日（水）～6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23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。（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
▶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
☎&FAX741-4272

第51回豊能町テニス大会
▶日　時
①10月20日（日）
男子ダブルス（初・中級者）
男子ダブルス（シニア）
※昭和28年12月31日以前生まれの
方
 ②10月27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=町内在住（小学生以上）、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、往復はがきのいずれ
かに住所、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。
morecontrolski@angel.ocn.

ne.jp
FAX738-7219
はがき�〒563-0105
　　　�豊能町新光風台5-22-8
　　　�豊能町テニス協会（飯

い い だ

田）
▶締切り=10月15日（火）必着
▶主　催=豊能町テニス協会

 テニス愛好者へのお知らせ
　ウィ－クデイにテニスを楽しみたい方、
初心者を歓迎します。

「ふれあい広場テニスコ－ト」で一緒に
楽しみませんか。
　豊能テニスクラブは、1975年にスタ
－トし、創部39年の歴史のある老舗テ
ニスクラブです。
　テニスを通じて地域社会に貢献する
ことを目的としています。
▶日　時=毎週水曜日�午前10時～正
午��毎週日曜、祝日午前9時～午後2時
▶場　所=ふれあい広場テニスコ－ト・
吉川中学テニスコ－ト（日・祝日のみ）
▶内　容=当クラブの部員が皆さまの
お相手をします。
▶会　費=4,000円/年（入会金は要り
ません）
▶申込み=☎738-2622�（橋

はしもと

本）

ときわ台 体操クラブ会員募集
▶活動内容=マット・跳び箱・鉄棒・平均台・
トランポリン・エア－トラック等を器械体
操専門のコ－チが楽しく指導します。
▶対　象=幼児（年中～）・小学生・中学
生・高校生・器械体操に興味のある方。
▶活動日・場所=<土曜日>�シ－トス
�<日・月曜日>東ときわ台小学校体育館
▶見学・体験=<見学>活動時間内�いつ
でもOK!
<体験>活動時間前に申し出てくださ
い。（1回のみの体験）
▶連絡先=☎738-2187（金

か ね だ

田）

初谷句会新入会員募集
　ご一緒に俳句を楽しみませんか?
　どうぞいつでも見学にお越しくださ
い。
▶日　時=毎月第2金曜日�午後1時30
分～午後4時
▶場　所=西公民館
▶会　費=500円（2カ月分）
▶問合せ=☎738-0529（石

いしづか

塚）
　　　　　☎738-0755（岩

いわはら

原）
�

「ドレミの会」25周年記念
おさらいコンサ－トへのお誘い
　エ－デルワイス、四季の歌など心癒さ
れる歌を「ドレミの会」25名で歌い上げ
ます。
　ぜひご来場ください。
▶日　時=9月28日（土）

L ibrary News

インフォメーション



▶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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▶場　所=ユ－ベルホ－ル（入場無料）
▶開　演=午後2時（開場午後1時30
分）
▶問合せ＝☎738-2016（中

なかがわ

川）
　　　　　☎736-1033（小

こ だ ま

玉）

第9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14日（土）
　　　　午前10時～午後2時
　　　　（小雨決行）
▶場　所=吉川中学校
▶内　容=吉中吹奏楽、朗読・歌体操、
スタンプラリー、ミニSL、福祉体験、バ
ザー、手作り体験、献血、かえっこバザー
ル、模擬店などなど

ライトペインティングや箕面自由学園高
校チアリーダー部もやってきます!
▶問合せ=
吉川中学校　　　
☎738－0845�
社会福祉協議会　
☎738－5370

古文書が見つかりました
　牧の黒

く ろ だ

田�要
ようぞう

三さんのご自宅で、襖の張替作業をされていたところ、襖の下張りとして多数の古文書が発見され、町にご
寄贈いただきました。
　古文書は、大多数が江戸時代の後期から幕末にかけてもので、帳面や帳簿の類が大多数と思われますが、水墨画のよう
な絵画資料も含まれています。未だ整理が十分でなく、その全容をつかみ切れておりませんが、整理がつき次第、順次公
開する予定です。
　※今回の古文書発見を機に、この資料をテキストとして、古文書補修や整理・拓本、さらには解読の技術や技法を学ん
でいただく古文書講座を開講します。古文書に興味のある方、自宅の古文書を読んでみたい方、また、手先の器用な方や
細かい作業が好きな方は好適ですので、ぜひ受講ください。

▶日　時 =9月より12月まで毎月第2、第4月曜日の午前中（午前10時～正午）
▶場　所 = 西公民館
▶受講料 = 無　料
▶定　員 =10名程度
▶申込み・問合せ＝生涯学習課（西公民館内）☎738-4628　

　自殺で亡くなる人の数は全国で年間３万人前後、大阪府で
も約１、７００人の方が亡くなっています。
　自殺は多くの要因が複雑に関係し、｢その多くが心理的に
追い込まれた末の死」であり、｢その多くが防ぐ事ができる
社会的な問題」と言われています。
　さまざまな悩みを抱えている方は、一人で悩まず、専門の
相談機関にご相談ください。また、身近な方の悩みに気づい
たら、温かく寄り添いながら、悩みに耳を傾け、専門家への
相談をすすめ、じっくりと見守りましょう。
▶こころの健康相談統一ダイヤル
☎０５７０-０６４-５５６
期間　�9月10日（火）午前10時～9月23日（月・祝）
　　　午後9時（24時間受付）

▶こころの健康に不安を感じたら
�大阪府こころの健康総合センター（こころの電話相談）
☎０６-６６０７-８８１４
平日午前９時３０分～午後５時
�池田保健所精神保健福祉相談
☎０７２-７５１-２９９０
　平日午前９時～午後５時４５分

▶電話相談
�関西いのちの電話
☎０６-６３０９-１１２１　２４時間３６５日

�大阪自殺防止センター
☎０６-６２６０-４３４３
金曜日午後１時～日曜日午後１０時 (５７時間 )
�こころの救急箱
☎０６-６９４２-９０９０
月曜日午後８時～火曜日午前３時 (７時間 )

▶フリーダイヤルの電話相談
�自殺予防いのちの電話
☎０１２０-７３８-５５６
毎月１０日午前８時～翌日午前８時 (２４時間 )

▶借金の返済に困ったら
�大阪府再チャレンジ支援プラザ (お金の悩み相談室 )
☎０６-６２１０-９５１２
平日午前９時～午後６時

▶自死遺族相談 ( 予約制 )
　大切な人を自死 (自殺 )で亡くされた方のために、来所相
談を実施しています。専門相談員が、ご遺族の相談に応じま
す。お電話の際には ｢自死遺族相談｣ とお伝えください
▶予約・問合せ＝大阪府こころの健康総合センター
☎０６-６６９１-２８１１(代表 )
　平日午前９時～午後５時４５分

▶問合せ＝住民人権課　☎７３９-３４２０

9月10日～16日は自殺予防週間です

カメラ付き携帯電話
から様々な相談機関
の情報にアクセスで
きます。
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