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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
会員を募集しております。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。
HPhttp://www.shisetsu.jp/town.
toyono_ctos/

巡回バス運行のお知らせ
　4月より東京ドーム巡回バス運行を開
始しております。
　詳細は、お気軽にシートスまでお問い
合わせください。
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
▶問合せ=シートス

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。
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。

プール利用時間のご案内
　水泳記録会実施のため、次の時間
プールは使用できません。

カラダを動かす
▶日　時=6月17日(日)
正午〜午後6時

抽選会のご案内
　6月10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(7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(8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｡
▶問合せ=シートス

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
▶問合せ=シートス

卓球教室のお知らせ
▶日　時=7月7日(土)〜28日(土)
毎週土曜日 全4回
午前9時30分〜正午
▶対　象=小学生以上の方(初級・中級
クラスに分けて指導します。)
▶参加費=1,500円
(保険代含)
▶定　員=50名(先着
順)
▶持ち物=運動のでき

る服装・体育館シューズ・ラケット。ただし、
ラケットのみ貸出有り。
▶申込方法=シートスに備付けの申込
書に記入の上、参加費を添えてお申込
みください。
▶締切り=6月15日(金)
▶主　催=豊能町卓球協会・シートス
▶後　援=豊能町教育委員会

ユーベルワンコインロビーコン
サート

「花
か げ つ

月　真
まこと

コンサート」
～二度とない人生だから～
▶日　時=6月9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=花

か げ つ

月　真
まこと

(オペラ歌手)、
日
ひ び の

比野敏
としひこ

彦(ピアノ)
▶曲　目=オ―ソレミオ、もう飛ぶまい
ぞこの蝶々(フィガロの結婚より)、マイ・
ウェイ、二度とない人生だから、他

オオサカン
ウインドバンド・フェスティバル‘12
▶日　時=6月3日(日)
午後1時30分〜(開場午後1時)午後5
時30分終了予定
▶場　所=ユーベルホール
▶参加費=一般2,500円、学生1,500
円
▶ゲスト=時

ときとう

任康
やすふみ

文(指揮・講師)、鈴
す ず き

木英
えい

史
じ

(解説)
▶曲　目=吹奏楽コンクール課題曲、喜
歌劇「微笑みの国」セレクション、喜歌劇

「チャルダッシュの女王」セレクション、
他
▶内　容=吹奏楽演奏のほか、楽器試
奏ブース、楽器別ワンポイントアドバイ
ス、吹奏楽関連商品の販売ブースあり
▶主　催=NPO法人フィルハーモニッ
ク・ウインズ大阪
▶後　援=豊能町・豊能町教育委員会

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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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=6月15日(金)
児童コーナー 午前10時30分
～(約20分)
▶中央公民館=6月19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・申
し込み多数の場合は締め切り後に公開
抽選します。)
▶締切り=6月13日(水)
▶問合せ=図書館

ひよこのじかん
　「おはなしのたまご」の時期を卒業し
た幼児を対象としたおはなし会をはじめ
ます。親子でゆっくりと絵本の楽しさに
出会ってみませんか。
▶日　時=6月1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歳と保護者
▶問合せ=図書館

図書館ガラスの大箱
 浄瑠璃の道具展
　日本の伝統的な語り芸の系譜の中
で、浄瑠璃は大きい部分を占めていま
す。近隣では、となり町の能勢の浄瑠璃
が有名ですが、わが町の郷土資料館で
も、浄瑠璃に関する資料を保存していま
す。この機会にご覧ください。
▶期　間=5月26日(土)～6月28日
(木)
▶所　蔵=豊能町立郷土資料館
▶問合せ=図書館

図書館The.ギャラリー
絵画「楽しき2人展」
　絵の好きな2人が楽しく描いた作品
を展示します。個性豊かな2人の作品を
ぜひご覧ください。
▶期　間=6月8日(金)～20日(水)
　ただし、14日(木)は休室しています。
▶出　展=福岡章子(豊能町在住)

村井香織(豊能町在住)
▶場　所=図書館集会室

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。本年10月以
降、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する予定です。
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。

☆ソフトボールクラブメンバー募集
 東ときわ台ワイルドボアーズ
　勝負にこだわりつつ、楽しんでいます。
ティーンエイジャーも、古稀(70歳)の方
もいます。

　高校生以上で町内在住、もしくは在
勤の方、東ときわ台小学校で毎週日曜
日午前に活動中。
一度、見学に来てください。
お問合せは下記まで。
●東ときわ台ワイルドボアーズ
 ☎& FAX  736-1160（金子）
(不在時は留守電かFAXを)

「源氏を楽しむ会」会員募集
　源氏物語(宇治十帖)を読んでいます。
▶講　師 =米田 明美先生
  (甲南女子大学教授)
▶日　時=第2・4金曜日  
午前10時～正午
▶場　所=西公民館中会議室
▶月会費=2ケ月:3,500円
(入会金不要)
▶問合せ=
☎738-0574(河埜(カワノ))
☎738-2346(須山(スヤマ))           
☎738-4321(大森(オオモリ))

興味を深める

資源とごみの収集日【6月】
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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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