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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
受付開始しております。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
　4月14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（5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（6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

入会キャンペーンイベント
　平成25年4月より入会キャンペー
ンイベントを計画しております。詳細は
シートスまでお気軽にお問い合わせく
ださい。

音 楽 を 聴 く
ユーベルロビー

「春のゴスペルコンサート」
～豊能の町にゴスペルを♪～
▶日　時=4月20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=ときわ台ゴスペルクワイア、
山
やまもと

本 真
しんいちろう

一郎
▶曲　目=君は愛されるため生まれた、
祝福の歌、我が心の目を開いてくださ

い　ほか
▶主　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
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。
　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
心をお持ちの方
▶定　員=各30人（先着順）
▶申込み=図書館カウンターまたは電
話
▶締切り＝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 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=4月19日（金）
児童コーナー 午前10時30分～（約
20分）
▶中央公民館=4月16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=4月14日（日）
▶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

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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手あそびに出会ってください。
▶日　時=4月5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=4月3日（水）
▶申込み・問合せ=図書館

図書館 ものがたりのじかん&
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4月20日（土）は、『とよの絵本の
会「とまと」』出演による「ものがたりの
じかん子ども読書の日スペシャル」とし
て時間を15分拡大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
「昔の教科書展 」
　昭和時代に学校で使われていた教科
書を展示します。
▶期　間=4月2日（火）～25日（木）
▶問合せ=図書館

図書館The.ギャラリー
　リレーうちどく（家読）推進事業の一
環として、2つのイベントを開催します。

「木村昭平絵画展&ギャラリートーク
会」
　画家・絵本作家、“拾いの美学”研究所
主任研究員といったさまざまな肩書を
お持ちのマルチアーティスト、木村昭平
さんのパステル画と著作を展示します。
▶期　間=3月31日（日）～4月7日

（日） ※初日は午後2時から
▶出　展=木

き む ら

村 昭
しょうへい

平（絵本作家）
▶場　所=図書館集会室
　初日に木村さんを迎えて、絵本『ポポ
リン』制作時のネパール取材をテーマに
トーク会を行います。参加は自由です。
▶日　時=3月31日（日） 
　　　　  午後2時～3時

▶場　所=図書館集会室
▶主催・問合せ＝教育支援課
　　　　　　　☎739-3427

　古書店「青空書房」坂本健一「本日休
ませていただきます ポスター」展  &交
流会
　定休日を手描きのポスターで伝える、
大阪・中崎町にある古書店「青空書房」。
毎週シャッターに貼られる坂本さんの
地域愛あふれる作品に足を止めて見入
るファンも多く、新聞・テレビでも話題と
なっています。ぜひこの機会にご覧くだ
さい。
▶期　間=4月9日（火）～14日（日）
▶出　展=坂

さかもと

本 健
けんいち

一（青空書房店主）
▶場　所=図書館集会室
　最終日に坂本さんを迎えて、ポス
ター制作にまつわるエピソードをうかが
います。参加は自由です。
▶日　時=4月14日（日） 
　　　　　午後2時～2時30分
▶場　所=図書館集会室
　また、図書館に引き続き、中央公民館
でもポスターを展示します。
▶期　間=4月16日（火）～21日（日）
▶場　所=中央公民館 ロビー
▶主催・問合せ=教育支援課
　　　　　　　☎739-3427

図書館 館内展示
「絵本の世界をちょこっと再現!」
　図書館の絵本コーナーでふと目にした

「ドワーフじいさんのいえづくり」、パラ
パラとめくっていたらドワーフじいさん
が思い描く「見晴台のある家」に目が釘
づけになりました。
　早速絵本を借りじっくり拝見!ものづ
くり魂がメラメラと燃え上がり絵の中の
家を立体化することに決めました。
　著者の青山さんは元建築士という
こともあり家の構造が絵空事ではなく、
しっかりしていたので容易に立体化が
実現できました。
　楽しい内容ですのでぜひ読んでみて
ください。いろんな動物も出てきますよ。
▶期 間=3月31日（土）～4月25日

（木）
▶場　所=館内入口
▶出　展=日

ひ う

宇 寛
ひ ろ き

記（豊能町在住）
▶問合せ=図書館

資源とごみの収集日【4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
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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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Library  N e w s
図書館の開館時間のご案内
開館日

・毎週火曜日～日曜日
・午前10時から午後6時
休館日

・毎月最終金曜日
・年末年始（12月28日から1月4日） 
・蔵書点検期間（年1回）

春の読書週間です
「たくさん読んで 大きくなあれ」
　今年の「こどもの読書週間」の標語で
す。4月23日（火）から5月12日（日）は
第55回「子どもの読書週間」、初日の
23日は「子ども読書の日」です。これは、
国民の間に広く子どもの読書活動につ
いての関心と理解を深めるとともに、子
どもが積極的に読書活動を行う意欲を
高めるために設けられたものです。
　図書館でも「子ども読書の日」にちな
んだ催しをします。ぜひ、ご家族でお越
しください。

インフォメーション
平成25年度豊能町社会教育関係
団体等の登録について（受付中）
　町内で活動する団体の社会教育活動
と施設利用の促進を図るため、平成25
年度社会教育関係団体等登録の受付を
行っています。
▶申請書受付期限
4月7日（日）午後9時まで
▶申請書配付および受付場所
　中央公民館、西公民館（町ホームペー
ジからダウンロードできます）

平成25年度春季町民バドミント
ン大会
▶日　時=4月14日（日）
　　　　  午前9時～午後3時
▶場　所=シ―トス
▶種　目=①中学生の部 ダブルス個人    
戦（ペアで申し込んでください。）
≪参加資格≫ 町内在住の中学生
②一般の部 ダブルス団体リ―グ戦（申
込人数に応じて協会がチ―ム編成を行

いますので、個人で申し込んでくださ
い。）
 ≪参加資格≫ 町内在住、在勤の方およ
び町内バドミントンクラブに所属の高校
生以上の方
▶参加費=500円（当日に徴収しま
す。）
▶その他=体育館シュ―ズとラケットは
ご持参ください。
　試合の形式や組合せなどについては
協会に一任願います。
　初心者の方も奮ってご参加ください。
事故の場合は応急手当以外責任を負う
ことができません。
▶申込み=電話またはFAXで4月6日

（土）までに申込んでください。
☎& FAX738-5696 （吉

よしはら

原）
▶主　催=豊能町バドミントン協会
▶後　援=豊能町教育委員会
　　　　  豊能町体育連盟

第50回豊能町テニス大会
▶日　時
①5月19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
②5月26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＝
　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。

 h.tsuji0219@gaia.eonet.ne.jp
FAX738－1957
はがき　〒563-0104　豊能町光風
台4-14-16
豊能町テニス協会（津

つ じ

路）
▶締切り=5月14日（火）必着
▶主　催=豊能町テニス協会

第13回 町民ゴルフ大会
▶開催日=5月27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=1,000円 ただし、プレー費
等9,800円は各自精算
▶募集人数=先着160名
▶申込期間=4月3日（水）～5日（金）必
着。ただし、定員になり次第締め切ります。
▶申込方法=3月26日以降、中央公民
館、西公民館、または町ホームページに
ある募集要項に従ってお申し込みくだ
さい。
▶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

豊能町東地区ふれあい卓球教室
　東地区の卓球教室を開催します。お
気軽にご参加ください。
▶日　時
　5月11日（土）午前9時～正午
　5月18日（土）午前9時～正午
▶場　所=東能勢小学校 体育館
▶対　象=卓球をやってみたい方なら
どなたでも!
小学生は保護者同伴とします。
▶定　員=約15名（先着順）
　ただし、東地区の在住、在勤、在学の
方を優先させていただきます。
▶参加費=無料
▶申込み=豊能町卓球協会（山

やまさき

崎）
　申込用紙をFAXか自宅ポストに投函、
または電話で申し込み。
▶住　所＝希望ヶ丘6-12-5
☎& FAX739-1517
　申込用紙は中央公民館に備え付けて
います。
▶締切り=4月18日（木）
▶その他=本イベントにおいて生じた
事故については一切責任を負いません。
貸出しラケットを希望される方は申込時
に依頼してください。
体育館シュ―ズは持参してください。

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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▶主　催=豊能町卓球協会
第14回スポンジボールテニス
町長杯大会
▶日　時=5月19日（日）
午前 9時～午後4時30分
受付午前9時15分まで
▶会　場=シートス
▶参加資格=町内在住在勤者および当
協会加盟団体の会員で中学生以上の方
▶参加定員=60名（先着順）
▶ルール等=5セットマッチのリーグ戦。
全国大会ルールに準じる。パートナーは
当日抽選で決定。
▶持物等=ゼッケン（横20cm×縦15
cm・各自用意）、体育館用シューズ、タオ
ル、弁当等 ラケットのレンタル有（無料）
▶参加費=500円（スポーツ保険料込。
当日受付で徴収）
▶申込み=下記へハガキまたはFAX
〒563-0103　東ときわ台5-10-9

「新
あらた

 松
まつ

敏
とし

」宛
☎& FAX738-3013
▶申込み締切=4月21日（日）
▶その他=主催者側で「スポーツ保険」
に加入しますが、大会中の怪我は応急
措置までとさせていただきます。
昼食は観覧席、ロビーでとってください。
またゴミは全てお持ち帰りいただくよう
ご協力をお願いします。
▶主　催=豊能町スポンジボールテニ
ス協会
▶後　援=豊能町教育委員会

混声合唱団「クオーレ」団員募集
と体験コーラスの案内
　愉快な指揮者とエネルギッシュな
ユーモアたっぷりのピアニストのもと、
とても楽しく仲のいい合唱団です。団
員が持ちよった曲も毎回愛唱歌として
歌って楽しんでいます。

<団員募集>
▶練習日時=毎月2回木曜日、午後7時
30分～9時30分（主に第2・第4木曜
日）
▶場　所=光風台自治会館洋室
▶曲　目=唱歌、懐メロ、クラシック、
ジャズなど
▶会　費=月1,000円
▶その他=経験など不問 見学大歓迎。
<体験コーラス>
▶日　時=4月11日（木）午後7時30
分～9時30分
▶場　所=光風台自治会館洋室
▶曲　目=「見上げてごらん夜の星を」

「おおシャンゼリゼ」「浜辺の歌」ほか
▶参加費=無料
▶指導者等=指揮者 谷

たに
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   ピアニスト 山

や ま だ
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耶加
▶問合せ=☎090-4564-0273

（山
や ま だ

田）

「とよのファミリー・サポート・センター事業」のお知らせ
★とよのファミリー・サポート・センターとは？
　子育ての援助を受けたい方と、子育ての援助を行いたい方が、それぞれ会員登録し、育児の相互援助活動を
しています。
★会員について
　依頼会員…子どもをあずける会員（町内在住）
　　　　　　生後 2 カ月（57 日目）～小学校 3 年生の
　　　　　　子どもがいる方
　援助会員…子どもをあずかる会員（町内在住）
　　　　　　子どもの好きな方、育児経験のある方、
　　　　　　相互援助活動に理解のある方
　両方会員…依頼と援助の両方を兼ねる会員
★保険について
　事故などのトラブルに備えて、会員は保険に加入しています。
　（保険料の自己負担はありません）
★援助会員の報酬について
　平日（午前８時～午後８時）………１時間あたり８００円
　土日祝日および上記以外の時間…１時間あたり９００円　
★あなたも会員になりませんか？ 
　・入会受付…毎月第 1 木曜日 ( 午後１時～５時 )　事前の電話予約が必要です。
★申込み・問合せ　　

・とよのファミリー・サポート・センター（子育て支援センターすきっぷ内）☎７３８-０２５５
・子育て支援いちごルーム ( 認定こども園豊能町立ふたば園内 ) ☎７３９-１５７７
 いずれも午前９時～午後５時（土・日・祝日は除く）

こんな活動をしています
１． 保育所・幼稚園等の保育開始前・終了後の子ど

ものあずかり、または送迎を行うこと
２． 学校の放課後、または留守家庭児童育成室の

終了後に子どもをあずかること
３． 保護者の短期・臨時的就労、求職活動中に子

どもをあずかること
４・ 保護者の病気、急用時、冠婚葬祭、買い物、

習い事等の時に子どもをあずかること
５． 産前・産後の援助（きょうだいのあずかり、送

迎など）
　※子どもは、援助者のお宅であずかります。
　※子どもが病中病後の援助は除きます。
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