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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。
H Phttp://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
　2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（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｡

カラダを動かす
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

沿道でのご声援を!　
第5回箕面森町妙見山麓マラソン
大会
▶日　時=2月10日（日）
午前10時スタート
　豊能町と箕面森町を舞台にした第5
回箕面森町妙見山麓マラソン大会が2
月10日に開催されます。
　アップ・ダウンの激しいコースに町内
外から1、500人以上の市民ランナー
が挑戦します。
　寒風の中、激走するランナーに沿道
での温かい声援をお願いします。
　ゴール会場の東ときわ台小学校では
豊能町、箕面市の観光協会をはじめとす
る模擬店もあります。会場へもぜひご来
場ください。

=交通規制ご協力のお願い=
マラソン大会開催につき、2月10日
（日）午前9時20分～午後0時30
分にかけ、コース周辺（東ときわ台・吉
川光ヶ谷）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
「トランペットが奏でる軽快なリズ
ムで～心まで軽く～Ⅱ」
▶日　時=2月2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=森
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混声四部アンサンブル「ミキシア」
▶曲　目=聖エドモンズベリーの為の
ファンファーレ、アルビノーニのアダー
ジョ、涙そうそう、なごり雪　ほか　
▶主　催=豊能町教育委員会

オオサカン昼下がりの音楽会
「サックス四重奏～サックスでめぐる世
界の名曲～」
▶日　時=2月17日（日）
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=岩
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▶曲　目=インザムード、グレンミラーメ
ドレー、カルメン幻想曲、ビートルズセレ
クション、愛燦々　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

とよの和太鼓フェスティバル
「あっぱれ祭vol.3」
▶日　時=3月3日（日）
午後3時～（開場午後2時30分）
▶場　所=ユーベルホール
▶入場料=（前売）1階席3、000円、2
階席2、500円、バルコニー席2、000
円
全席指定、当日各500円増、3歳以下の
膝上鑑賞は無料
▶出　演=OTO座、いずみ太鼓「鼓聖
泉」、猪名川源流太鼓、大阪青年会議所
太鼓倶楽部「飛炎」、群太鼓、太鼓集団　
「疾風」、太鼓集団「童夢」、和太鼓あっ
ぱれ組
▶主　催=オフィスNAKAHASHI

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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▶共　催=豊能町教育委員会

教　養　を　深　め　る
図書館講座
「幼い子どもとことばとの出会い」
　幼児がいろいろな言葉に出会い、そ
の言葉の響きや美しさを感じながら言
葉を獲得するということは、正しい言葉
を覚え話すようになるだけでなく、その
過程で人とのかかわりをもち、愛情や信
頼など、人間性を培っていくことにつな
がります。お子さんと一緒にわらべうた
やふれあい遊びを楽しみながら、幼児と
言葉の出会いの大切さについて学びま
しょう。
第一回　ことばとの出会い
▶日　時=2月13日（水）
　午前10時30分～11時15分
▶対　象=
　1歳から2歳までの幼児と保護者
第二回　こころを育む言葉とは
▶日　時=3月13日（水）
　午前10時30分～11時30分

▶対　象=
　3歳から4歳までの幼児と保護者
▶場　所=図書館児童コーナー
▶講　師=近藤�詩壽代（川西おはなし
　　　　　の会　ひばり）
▶定　員=各10組（電話申し込み制
　　　　��　　　　先着順）
▶問合せ=図書館

図書館講座　男のソーイング
「パパが作る布おもちゃ」
　カラフルな「鈴入り布ボール」を作り
ながら、縫い方、糸の始末など、裁縫の
基礎を身につけましょう。講座を通して、
子どもが喜ぶ遊び方や、子どもとの関わ
り方、ママとのパートナーシップについ
て考えます。おじいちゃんも大歓迎です。
お孫さんへの贈り物を手作りしてみま
せんか。図書館で見本を展示していま
す。
▶日　時=3月2日（土）午後2時～4時
▶場　所=図書館集会室
▶講　師=大江�委久子（布おもちゃ
　　　　��TA-TAN主宰　京都市在住）
▶対　象=18歳以上の男性

▶定　員=12人（電話申し込み制　
　　　　　　　　先着順）
▶締切り=2月24日（日）
▶材料費=500円
▶問合せ=図書館

図書館講座
「やさしい脳科学講座（第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。　
　第3回目は、心の脳科学<動物の心・
コンピュータの心>
　「心とは何か」という人類古来の謎に、
先人たちがどのように取り組んできた
かを振り返り、人や高等動物以外の下
等動物や、人工物であるコンピュータに
も、心と言えるものがあるのかを考えて
みます。
▶日　時=2月16日（土）
午後2時から3時30分
▶場　所=図書館　集会室
▶講　師=理学博士（九州工業大学名
誉教授）　松本�修

のぶよし

文（豊能町在住）
▶対　象=教養を深めたい方

教養を深める

資源とごみの収集日【2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。
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※好評につき、予定定員に達しましたが、
空席が出る場合がありますので、図書館
までお問い合わせください。
▶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=2月15日（金）
児童コーナー　午前10時30分～
　　　　　　　（約20分）
▶中央公民館=2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）
▶締切り=2月13日（水）
▶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保護
者を対象とする「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=2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歳の幼児と保護者
▶定　員=10組（電話申し込み制）
▶締切り=1月30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1日（金）～13日（水）　
最終日は午後4時まで、　7日（木）は休
室です。

▶出　展=西公民館「絵画教室」会員
▶場　所=図書館　集会室
▶問合せ=図書館

図書館ガラスの大箱
「大江委久子　布おもちゃ展」
　3月開催の図書館講座「パパが作る
布おもちゃ」の講師を務めていただく
大江さんオリジナルの愛らしい布おも
ちゃの数々を展示します。
▶期　間=2月1日（金）～28日（木）
▶出　展=大江�委久子
▶問合せ=図書館

Library　　N　e　w　s
臨時休館にご協力ありがとうござ
いました。
　1月中は長期にわたる図書点検整理
にご協力ありがとうございました。おか
げをもちまして図書点検を終えること
ができましたが、今回も多数の行方不
明本が確認されました。この行方不明本
はカウンターで貸出手続きをせず館外
に持ち出された資料です。図書館の資
料は住民のみなさんの共通の財産です。
今後ともルールを守ってご利用くださ
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、
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
京都　大文字山トレッキング
（466m）
　五山の送り火で知られる大文字山を
メインに、インクラインや銀閣寺、哲学
の道をめぐるトレッキングへでかけませ
んか?今回の山旅は京都一周トレイル
コースの一部を歩きます。山頂や火床
からの眺めは素晴らしいです。皆さんの
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16日（土）
午前7時30分　西公民館出発
午後4時30分　帰着予定
▶行き先=大文字山（京都市左京区）
▶歩行距離=約7km
▶歩行時間=約3時間30分
▶対　象=町内在住・在勤者
▶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15日（金）
▶主　催=豊能町スポーツ推進委員会・
豊能町教育委員会
▶問合せ=生涯学習課

第19回　豊能郡親睦卓球大会　
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17日（日）
午前9時～午後4時
▶場　所=シ－トス
▶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。

インフォメーション

L ibrary�News



▶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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▶参加料=一般/300円
　　　　　中学生以下/100円
　　　　　（当日受付にて支払い）
▶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28日（木）
▶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

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&絵手紙－工夫」
▶展示日時=2月1日（金）～14日（木）
正午まで
▶展示場所=西公民館地階ロビ－
体験テ－マ「春をよぶ絵手紙と古代文
字」先着20名　（参加費200円）
▶体験日時=2月10日（日）
午前9時30分から11時30分まで
（午前9時15分受付）
▶体験場所=西公民館　中会議室

▶主　催=豊能絵手紙の会
▶問合せ=☎738－0173（今

い ま い

井）
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えて
いない人

ひと

は入
にゅうがく

学できます（外
がいこくじん

国人も同
おな

じ）。原
げんそく

則として入
にゅうがく

学は毎
まいとし

年4月
がつ

です。授
じゅ

業
ぎょうりょう

料はいりません。
▶問

といあわ

合せ=豊
とよなか

中市
いちりつ

立第
だいよん

四中
ちゅうがっこう

学校
☎06-6863-6744
（午後0時

じ

45分
ふん

から受
う

け付
つ

け）豊
とよなかし

中市
服
はっとり

部本
ほんまち

町4-5-7　（国
こくどう

道176号
ごう

沿
ぞ

い）

「ひと山まるごとプレイパーク」
現地説明会　
　2001年から豊能町木代で続けてい
る「ひと山まるごとプレイパーク」の参
加者募集に向け、自然あふれる「ひと山
フィールド」で、山の自然遊び体験をし
ていただきます。
　あたたかい汁物の炊き出しもありま

す。
▶日　時=2月23日（土）
午前10時～午後1時
▶場　所=「ひと山フィールド」
（豊能町木代）
▶参加費=無料（※要申込）
▶申込み・問合せ
NPO法人北摂こども文化協会
（尾

おりゅう

立）
☎761-9245
hokusetsukodomo@wombat.

zaq.ne.jp

お詫びと訂正
広報1月号の内容に一部誤りがありまし
たので、下記のとおり訂正しお詫びしま
す。
平成24年度豊能町読書感想文コン
クール（5ページ）
【小学校高学年の部】（最優秀賞）
誤　光風台小学校　5年　圡

つちもと

本　若
わ か な

菜
正　光風台小学校　5年　圡

つちもと

本　若
わ か ば

葉
▶問合せ=教育支援課　
☎739-3427

交通事故発生状況（平成24年12月中の速報値）　
　豊能警察署交通課

種　　　　　別 豊能町 能勢町 合　計
　人　身　事　故 2件 3件 5件

　死 　 者 　 数 0人 0人 0人

　重　傷　者　数 0人 0人 0人

　軽　傷　者　数 3人 5人 8人

　　　�物　損　事　故 23件 18件 41件

　　　��総 　 件 　 数 25件 21件 46件

箕面有料道路(箕面グリーンロード)料金割引は3月31日まで延長されました
　平成23年度の社会実験が完了し、平成24年度からは新たな社会実験として割引が始まっています。
�　普通車600円が400円、軽自動車等500円が350円です。　どしどしご利用ください。
　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

（広告）
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