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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。

▶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
　エアロバイク、ランニングマシン、ウ
ェイトトレ－ニングマシンなど充実した
設備でのもと、初心者の方でも安心し
て健康管理・シェイプアップ・筋力トレ
－ニングが楽しめます（初回指導あり）。
▶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
　一般プ－ル (25m×6コ－ス、水深
1.10 ～ 1.30m)�幼、小児用プ－ル (
水深 0.40 ～ 0.45m、水深 0.56m)
ワ－ルプ－ル (ジャグジ－)　があり、ウ
ォーキングや遊泳コース等が常設され
ています。
▶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。

カラダを動かす
抽選会のご案内
　２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 (３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（４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

無料でベビースイミング体験ご招
待中
　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て
います。
▶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・問合せ＝シートス　事前予約
（希望日の１週間前まで）

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。運行時刻、巡回コース等の詳細は、
シートスまでお気軽にお問い合わせく
ださい。

春休み短期水泳教室のお知らせ
▶期　間＝3月25日（火）～29日（土）
▶時　間＝午前７時４５分～８時５５分
▶対　象＝４才～小学生
▶内　容＝入門・クロール・背泳ぎ・平
泳ぎ・バタフライの 5グループの中か
ら1種目を選択する泳法別短期水泳教
室。※平泳ぎ・バタフライを選択の場合、
クロールか背泳ぎで25M以上の泳力
が必要となります。
▶参加費＝一般　4,500円　スイミン
グスクール会員　3,500 円
▶定　員＝60名
▶募集開始＝2月1日（土）

★★★★注目イベント★★★★
元バドミントン日本代表
小椋久美子さんとバドミントン教室

　ご存知「オグシオ
ペア」として、全日本
総合選手権女子ダブ
ルス5連覇、北京五
輪では5位入賞と世
界を相手に大活躍！！

▶日　時＝3月23日 (日 )
　　　午前 10時～正午（初心者対象）
　　　午後１時～３時（経験者対象）
▶場　所＝シートス　アリ－ナ
▶定　員＝１２０名（午前・午後各 60
名先着順）
▶対　象＝小学生以上のバドミントン愛
好者
▶参加費＝無料
▶申込み＝シートスにて受付
　　　　　2月1日（土）より受付開始
▶主　催＝㈱東京ドームスポーツ
▶後　援＝豊能町・豊能町教育委員会

第６回箕面森町妙見山麓マラソン大
会開催に伴う交通規制のお知らせ
　マラソン大会当日は、コース周辺に
おいて交通規制を行います。
　皆さまのご理解・ご協力をお願いし



▶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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ます。
▶日　時＝３月９日（日）
午前９時２０分～午後０時３０分頃
▶場　所＝マラソン大会コース周辺（東
ときわ台地内）
▶問合せ＝箕面森町妙見山麓マラソン
大会実行委員会事務局（生涯学習課）

クリーン・ハイキング 2014
　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
です。
▶日　時＝２月２２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
▶問合せ＝町体育連盟事務局
( 生涯学習課内 )

トレッキング教室『多紀連山～丹
波修験道場の山（御嶽・小金ケ嶽）
～を歩く』
　かつての丹波修験道場の山として、
今なお多くのトレッカーを惹き付けてい
る多紀連山県立自然公園（兵庫県）。
その多紀連山のうち御嶽、小金ケ嶽を
歩きます。みなさんのご参加をお待ち
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＝３月２１日（金・祝）
午前８時３０分　西公民館集合
午後４時３０分　帰着予定
▶行き先＝多紀連山（兵庫県篠山市）
▶歩行距離 = 約１０km
▶歩行時間 = 約４時間
▶対　象 = 町内在住・在勤者
▶持ち物等＝お弁当、飲み物、タオル

等
※途中、岩場・鎖場がありますので、ト
レッキングシューズ等の山登りに適した
靴をご用意ください。
▶定　員 =４０名（定員を超えた場合
は抽選）
▶参加費 =２，５００円
▶締切り =２月２０日（木）
▶主　催 = 豊能町スポーツ推進委員
会・豊能町教育委員会
▶申込み・問合せ = 生涯学習課

音　楽　を　聴　く
ユーベルロビー登録者による

「歌曲と朗読のひととき」
～チケット好評発売中！～
▶日　時＝２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
▶運営協力費＝５００円（定員１００名）
▶出　演＝榎

えのき

�水
み ず え

枝（ソプラノ）、船
ふなはし

橋�
美
み ほ

穂（ピアノ）、北
きたむら

村�美
み す い

穂・高
たかはし

橋�征
まさかず

二（朗
読）
▶曲　目＝シューベルト曲�「鱒」「ミニ
ヨンの歌」、中

な か だ

田�喜
よしなお

直 ( 曲�「ゆく春」、
山
や ま だ

田�耕
こうさく

筰曲�「からたちの花」、ほか
▶朗　読＝「外

ういろううり

郎売」、小
こいずみ

泉�八
や く も

雲作「雪
女」

▶主　催＝豊能町教育委員会

教　養　を　深　め　る
オトナの大学

「郷土の誇り　高山右近」
　キリシタン大名・茶人利休七哲として
有名な高山右近は、豊能町高山の出身
といわれています。
　2015 年に没後 400 年を迎えるに
際し、その生涯と業績が注目されてい
ます。
　本講座では、高山右近の人物像につ
いてわかりやすくお話します。
▶実施日＝２月1日（土）
▶時　間＝午後1時３０分～3時
▶場　所 = 図書館集会室
▶講　師 = 古

こ で ら

寺　忠
た だ お

夫
（近畿公証情報センター顧問（元理事
長）、豊能町観光ボランティアガイドの
会副会長）
▶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―
▶図書館＝２月２１日（金）
児童コーナー　午前１０時３０分

音楽を聴く

資源とごみの収集日【2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

資　
　

源

ご　

み

紙類等（新聞・雑誌類・
ダンボール・紙パック・
その他紙類・古布類等）

空きビン

空きカン

ペットボトル
容器包装

プラスチック類

植木剪定くず

食用廃油

可燃ごみ

不燃ごみ
有害ごみ

粗大ごみ
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毎週 火・金 毎週 火・金 毎週 月・木 毎週 月・木 毎週 火・金

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、平成25年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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▶中央公民館＝２月７日（金）
和室　午前１１時１５分～（約２０分）
▶対　象＝１歳未満の乳児と保護者
▶定　員＝各１０組（申込制）
▶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。
▶日　時＝２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 ( 申込制 )
▶申込み・問合せ＝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
第２、第 4週は、とよの絵本の会「と
まと」によるお話会です。
▶問合せ＝図書館

The．ギャラリー
サークル「絵画教室」作品展
　西公民館サークル「絵画教室」のメ
ンバーが、日ごろ描いた作品を展示し
ます。苦心の力作？をぜひご覧くださ
い。
▶期　間＝2月７日（金）～１９日（水）
※ 13日（木）午後、14日（金）午
前は閉室します。
▶出　展＝西公民館サークル「絵画教
室」
▶場　所＝図書館集会室�
▶問合せ＝図書館

図書館ガラスの大箱
「江戸時代寺社めぐりの旅」展
　文化１３年（１８１６年）に現在の滋
賀県から新潟県あたりの寺社をめぐっ
て賜った御印の数々と、旅の道中日記
や雑貨控をあわせて展示します。
▶期　間＝２月１日（土）～２７日（木）
▶出　展＝郷土資料館

▶費　用＝無料
▶問合せ＝特定非営利活動法人　　　
　　　　　北摂こども文化協会
　　　　　☎７６１－９２４５

スポンジボールテニスをやってみ
ませんか！！
　豊能スポンジボールテニス協会は、
シートスアリーナで毎月第２土曜日（２
月と８月はお休みです）に体験会を開
催しています。テニス経験がなくても、
どなたでも楽しくできるよう当協会のベ
テランコーチと会員が親切に指導しま
す。気軽にできるスポーツで、健康保持・
増進になりますので、一度体験に来て
みませんか?
▶次回開催日＝３月8日（土）
　　　　　　　午後１時～５時
▶参加費＝２００円（当日会場で徴収し
ます）
▶持ち物等＝体育館シューズ、タオル、
運動のできる服装
▶問合せ＝豊能スポンジボールテニス
協会　☎７３８－３０１３（新

あらた

）

すみれクラブ（卓球）新メンバ－
募集
　会員の健康維持および相互の親睦、
ストレス解消を目的に、毎回和気あい
あいの中でソフト球（軟球で通常球よ
りやや大きく軽い）による中高年向き
の我流卓球クラブです。
※初心者歓迎
▶日　時＝毎月第２・４火曜日
午前９時～正午まで
▶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）
　　　　　☎７３８-２９６９（西

にし

）

▶問合せ＝図書館

Library��N�e�w�s
図書利用券の有効期限更新はお
済ですか？
　平成２５年１１月よりすべての利用者
を対象とした図書利用券の有効期限更
新手続きを実施しています。１２月以
降、期限切れの方への新たな貸出が出
来なくなっていますので、まだ手続き
がお済みでない方は、ご来館時に運転
免許証・保険証等の公的なご本人証明
をご提示いただくとすぐに手続きできま
す。なお、今回更新されますと、３年
後の誕生日まで有効になります。

インフォメーション
第 20 回　豊能郡親睦卓球大会
の案内
　下記の要項で、卓球大会を開催しま
すので、多数ご参加ください。
▶日　時＝3 月 16 日（日）午前 9
時～午後4時
▶場　所＝能勢町Ｂ＆Ｇスポーツセンタ
－
▶対象者＝豊能町・能勢町在住、在学、
在勤および町内卓球クラブ在籍者
▶種　目＝男女混合ダブルス団体戦
当日、抽選でチ－ム編成を決定します
ので、個人でお申し込みください。
▶参加料＝一般／３００円、中学生以下
／１００円（当日受付にて支払い）
▶主　催＝豊能町卓球協会・能勢町卓
球協会
▶後　援＝豊能町教育委員会・能勢町
教育委員会
▶申込先＝
西地区：☎７３８-３５５２（河

か わ の

野）
東地区：☎７３９-１５１７（山

やまざき

崎）
申込締切＝２月２７日（木）

ひと山まるごとプレイパ－ク体験会
▶日　時＝２月２２日（土）�
午前１０時～午後１時
▶内　容＝親子対象の野外活動現地体
験会
▶場　所＝豊能町木代の山

インフォメーション

L ibrary News

冬季は安心な箕面有料道路（箕面グリーンロー
ド）をご利用ください。
　冬季は道路事情が急変することがあります。安
心な箕面グリーンロードをご利用ください。引き
続き社会実験を実施中です。料金は、普通車600
円が 400円、軽自動車等500円が 350円とな
ります。
　なお、今までの社会実験開始後の交通量につい
ては、
　箕面グリーンロード　社会実験交通量　検索　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　で確認できます。
▶問合せ=大阪府都市整備部交通道路室道路整備課
　������������������������������������☎ 06-6944-9278
　　　　　�大阪府道路公社　☎06-6941-2511
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