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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。
HP  http://www.shisetsu.jp/town.
toyono_ctos/

巡回バスのお知らせ
　平成25年4月からの巡回バス登録を
3月12日（火）より受付開始します。一
部、コース、バス停の変更がございます。
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
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
　3月10日（日）に、シートスで次のとお

カラダを動かす
り抽選会を行います｡
▶テニスコート（4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（5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・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

シートス春休み水泳教室
春休みに集中特訓!!
▶日　程=3月23日（土）～27日（水）、
初日のみ午前7時45分～8時50分
午前7時55分～8時50分
▶内容・対象=シートスカリキュラム（4
歳～中学生）
▶参加費=会員3,500円、
非会員4,500円（税込み）
▶問合せ=シートス

音 楽 を 聴 く
ユーベルワンコインロビーコン
サート

「スプリングコンサート～フルートの音
色でやすらぎのひと時を～」
▶日　時=3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=審

あ き ら

良彰
しょうこ

子（フルート）、内
ないとう

藤
雪
ゆ き こ

子（ピアノ）
▶曲　目=サウンド・オブ・ミュージック、
一人ぼっちの羊飼い、くるみ割り人形よ
り「花のワルツ」、フルートとピアノのた
めのソナタより、ほか
▶主　催=豊能町教育委員会

オオサカン999（スリーナイン）コ
ンサート
～チケット好評発売中!～
▶日　時=3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
▶入場料=999円（全席自由）

（3歳未満、膝上鑑賞無料）
▶曲　目=山口百恵ヒットソングメドレー、
SMAPベストヒッツ!、NHK大河ドラマ

「八重の桜」メインテーマ、昭和歌謡曲
メドレー、ほか
▶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

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

こ

聖
せいせん

泉」、猪名川源流太鼓、大阪青年会
議所太鼓倶楽部「飛

ひ え ん

炎」、群太鼓、太鼓
集団 「疾

か ぜ

風」、太鼓集団「童
ど う む

夢」、和太鼓
あっぱれ組
▶主　催=オフィスNAKAHASHI
▶共　催=豊能町教育委員会

教 養 を 深 め る
図書館講座

「使い勝手の科学（全3回）」
　私たちは日用品から機械まで多くの
モノを使っていますが、その使い勝手は

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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さまざまです。この講座では家事や仕事
の手間を左右する使い勝手がどのように
決まるのかを解説していただきます。全
3回でもどれか1回でも参加可能です。
　第1回目のテーマは「使うことはモノ
と対話すること」で、モノを使うことがな
ぜ対話なのか、対話がスムーズに進む
にはモノに付くヒューマンインタフェー
スという部分をうまくデザインする必要
があることを例をまじえて話していただ
きます。第2回目は「モノの使い勝手は
何で決まるか?」、第3回目は「自然なイ
ンタフェースを求めて」です。
▶日　時 
第1回 3月30日 （土）
第2回 4月20日 （土）
第3回 5月11日 （土）
いずれも午後2時から3時30分
▶場　所=図書館集会室
▶講　師=黒

くろかわ

川隆
た か お

夫（豊能町在住）
▶対　象=家事や仕事の効率などに関
心をおもちの方
▶定　員=各30人（先着順）
▶締切り
　第1回 3月22日 （金）
　第2回 4月12日 （金）
　第3回 5月3日 （金）
▶申込み・問合せ=図書館

図書館講座 子ども読書推進事業
「ストーリーテリング講座」
フォローアップ編
　当館主催のストーリーテリング講座
を修了した方を対象とした講座です。日
頃の練習の成果を発表しあい、さらに
深くストーリーテリングについて学びま
しょう。
▶日　時=3月1日（金）、8日（金）
　　　　　午前10時15分～正午
▶場　所=図書館集会室
▶講　師=柴

しばとう

藤愛
あ い こ

子（豊中市在住）
▶定　員=20人（電話申込み制）
▶申込み・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=3月15日（金）
児童コーナー 午前10時30分
～（約20分）

▶中央公民館=3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=3月13日（水）
▶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=3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）
▶申込み・問合せ=図書館

図書館 ものがたりのじかん&
春休みスペシャル
　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。
　なお3月30日（土）は「ものがたりの
じかん春休み・スペシャル」として、時間
を約15分延長して実施しますので、お
友だちを誘ってぜひお越しください。
▶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
「桃の節句にちなんで」
　お雛さまに魅せられた羽倉さんが長
年コレクションされている中から、特に
愛らしいお雛さまの数々を展示します。
▶期　間=3月1日（金）～28日（木）
▶出　展=羽

は く ら

倉のり子（豊能町在住）
▶問合せ=図書館

資源とごみの収集日【3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
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み

紙類等（新聞・雑誌類・
ダンボール・紙パック・
その他紙類・古布等）
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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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図書館The.ギャラリー
坂井孝正 個展（油画）

「人物・年寄りを主に」
　現在まで、多くの人物画を描いてこら
れた坂井氏。近年は水彩画を中心に活
動されていますが、今回は油画時代の
作品を一同に集めた作品展です。
▶期　間=3月15日（金）～26日（火）
▶出　展=坂

さ か い

井孝
こうせい

正（77歳）豊能町在
住
▶場　所=図書館集会室

Library  N e w s
あなたのお宝コミックを図書館で
活かしませんか? 
　図書館では、コミックをセットで貸出し
ていますが、人気のあるものは傷みが
激しくなってきています。
　ご自宅で所蔵されているコミックの
中で読まなくなったものがあれば、図書
館で活用させてもらえませんか。
　寄贈していただける方は図書館まで
ご連絡ください。
▶希望するコミック=傷みが少なく、欠
巻がないもの
▶問合せ=図書館

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皆さんの共有財
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
第44回春季町長杯男子ソフト
ボール大会開催
▶日　時=4月14日（日）午前8時集合
※予備日 4月21日（日）
▶場　所=東ときわ台小学校グラウンド
▶対　象=町内在住・在勤者のクラブ・
職域チ－ム（高校生以上）
▶参加費=1チ－ム3,000円
▶申込み=メ－ル・電話・FAXで申し込み
ください。

（事務局）
 k1_fujii@nike.eonet.ne.jp

 ☎&FAX 738-7716 藤
ふ じ い

井
▶締切り=3月31日（日）
▶抽選日=4月7日（日）午後3時から
西公民館１階木工室にて組合せ抽選会
を行いますので、代表者は必ず出席して
ください。
※大会中の事故等については、各チ－
ム責任にて対応お願いします。
▶主　催=豊能町ソフトボ－ル協会

着物着付け愛好会会員募集
▶日　時=毎月 第2、第4木曜日
　　　　　午前10時～正午
▶場　所=西公民館 和室
▶内　容=着物着付け（流行の着物美
人に）
▶対象者=初心者から習得者まで
▶募集人員=若干名（先着順）
▶参加費=無料（ただし、部屋使用料等
実費負担あり）
▶問合せ=
第2木曜日
☎738-0653（荻

お ぎ の

野）
☎738-3788（大

や ま と

和）
第4木曜日
☎738-7165（勝

か つ い

井）
☎090-1313－5266（山

やまもと

本）

コスモス会員募集（パソコン教室）
▶日　時=3月～6月
　　　　　火曜日 午後1時～3時
▶場　所=西公民館
▶内　容=スキルアップを目指す方

（4カ月間、少し出来る方向き）
　新型パソコン（無料）とプロジェクタ－
を使用しての対面式での練習です。
　講師補助のスタッフが多数いますの
で、安心して学習ができます。
　パソコン持ち込みも歓迎します。
▶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）

「花折街道2013 桃の節句 雛の
つどい」を開催します
　地域の活性化を進める吉川地区では、
能勢電鉄妙見口駅から黒川地区に向か
う街道と一帯の里山、周辺の道沿いに
竹雛をベースにした様々な雛人形を展
示します。2回目となる今年は、楽しい
アートな街道を目指し、多くの団体との
連携によるイベント、ワークショップやオ
リジナル小物の販売も行います。妙見
山のふもと吉川で春の訪れをお楽しみ
ください。
▶期　間=3月2日（土）～4月3日（水）
▶場　所=妙見口駅から黒川までの街
道と周辺の里山
▶主催・問合せ=吉川自治会
☎738-1360（吉川自治会）
☎738-0154（向

む か い

井）
☎738-4810（ギャラリーたまや）

インフォメーション

L ibrary News
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