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カ ラ ダ を 動 か す
シートス教室会員募集!!
　シートスでは成人、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。
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
▶子供向け教室

（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
　5月12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（6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（7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

巡回バスのお知らせ
　平成25年4月からの巡回バス登録
の受付を開始しております。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
ユーベルロビーコンサート

「トランペットで綴るジャズの名曲」
▶日　時=5月11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=河

かわむら

村 直
な お き

樹（トランペット）、
石
い し だ

田 ヒロキ（ピアノ）
▶曲　目=What a wonderful world、
聖者が街にやってきた、Summer time、
ほか
▶主　催=豊能町教育委員会

教　養　を　深　め　る
オトナの大学―とよの生活・科学・文
化講座―「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3回目は「自然なインタフェースを
求めて」です。
▶日　時=5月11日（土）
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=30人（先着順）
▶締切り=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=5月17日（金）
児童コーナー　午前10時30分～（約
20分）
▶中央公民館=5月10日（金）
軽運動室　午前11時～（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。　
　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=5月3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=5月1日（水）
▶申込み・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

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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▶問合せ=図書館

図書館ガラスの大箱
「しかけ絵本展」
当館所蔵のしかけ絵本を展示します。
▶期　間=4月27日（土）～5月30日

（木）
▶所　蔵=豊能町立図書館
▶問合せ=図書館

図書館The.ギャラリー
「写真展　震災と図書館」
　東日本大震災で東北・関東地方の図
書館にも、甚大な被害がありました。
　今回は、被災地支援を行っている「図
書館支援隊」が撮影した被災地図書館
とその支援活動の写真を館内と集会室
で展示します。
▶期　間=5月7日（火）～29日（水）
9、16、23日（木）、11日（土）の午後は
休みます。
▶協　力=日本図書館協会
▶場　所=図書館集会室

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
開館時間

・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、全体的な図書館
内の整理のため休館します）
駐車場
　お車でお越しの場合は、総合セン
ター駐車場をご利用ください。

リユースフェア
　図書館での役割りを終えた本と雑誌
について、有効利用を図ることを目的に
無償でお譲りします。事前の申し込みは
不要です。ぜひご利用ください。　　　
　なお、資料がなくなり次第終了します
ので、あらかじめご了承ください。
▶期　間=4月27日（土）午後1時～5
月5日（日）

▶時　間＝午前10時～午後5時45分
▶場　所=図書館集会室
▶対　象=図書利用券をお持ちの方、
または豊能町にお住まいの方
※図書利用券は即日発行できますが、
利用券をお持ちでない方も、住所がわ
かるものをご提示いただければ結構で
す。広域利用の方は対象外です。

あなたのお宝コミックを図書館で
活かしませんか?ご寄贈お待ちし
ています。
　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

インフォメーション
臨時休館のお知らせ
▶中央公民館=5月3日（金・祝）～6日
（月・祝）

▶西公民館=4月28日（日）、29日（月・
祝）、5月3日（金・祝）～6日（月・祝）
▶ユ－ベルホ－ル
5月1・8・15・22・29日の水曜日および
6日（月・祝）

西公民館からのお願い
　現在、西公民館では、空き缶のプル
トップを集めて、車イスの設置に力を入
れております。
　皆さまには、無理のない範囲でご協
力をお願いします。

（車イス1台あたり600㎏必要ですが、
まだまだ不足しています。）

「とよのウクレレクラブ」会員募集
　ハワイアンからポピュラーまで、楽し
いグループレッスンです。
　ウクレレを弾きながら、優しい音色に
あなたも癒されてみませんか?見学を
お待ちしています。
▶練習日=原則、第2日曜日（先生指導）
　午後2時～3時30分
第4水曜日（自主練習）　午後8時～9
時30分
▶場　所=西公民館・美術室
▶会　費=月　謝　2,000円
　　　　　入会金　　500円　　　
▶問合せ=☎738-1316（森

も り い

井）

L ibrary News

資源とごみの収集日【5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・古布等）
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ペットボトル
容器包装

プラスチック類
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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。

インフォメーション
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野外活動体験　参加者募集
　野外活動の季節です。ボーイスカウト、
ガールスカウトと一緒に一庫公園でた
のしく遊びましょう。一般参加者募集し
ます。（参加無料）
▶日　時=5月12日（日）午前10時～
午後3時
▶集　合=新光風台ポプラ公園（新光
風台自治会館前）
▶対　象=年中児～小学3年生（保護者
同伴）
▶内　容=課題ハイキング・クラフト
▶持ち物=おにぎり、水筒、タオル、軍手、
帽子
▶申込み=5月7日（火）までに下記まで
お申込みください。
▶問合せ=
ボーイスカウト豊能第2団（紀

き い

井）
☎738-3824
ガールスカウト大阪府第137団（北

きたむら

村）
☎738-1790

テニスを楽しみたい方大募集
=会員募集　豊能テニスクラブ=
　ウィークデーにテニスを楽しみたい
方、初心者、大歓迎。
　「ふれあい広場テニスコ－ト」で一緒
に楽しみませんか。

　豊能テニスクラブは、1975年に産声
をあげた創部38年目の歴史のある老
舗テニスクラブです。
　地域社会に貢献することを目的とし、
活動しています。私たちと一緒にテニス
をしましょう!
▶活動日=毎週 水曜日 午前10時～正午
▶場　所=ふれあい広場 テニスコ－ト
▶内　容=教え上手、教え好きの豊能
テニスクラブ会員3名が皆さまのお相
手をします。
▶会　費=4,000円/年（入会金なし）
▶申　込=☎738－2622（橋

はしもと

本）

《ふれあいピンポン》
豊能町卓球フェスティバル
　ピンポンを通して「ふれあい」の輪を広
げましょう。おもしろ卓球、ピンポン玉を
使用した楽しいゲームがいっぱい。ゲー
ムでゲットしたポイントにより、賞品も!
　ご家族・ご近所お誘いあわせの上、お
気軽にご参加ください。
▶日　時=6月9日（日）午前9時30分
～正午
▶場　所=シートス
▶参加対象=町内在住・在勤および町内
卓球クラブ在籍者

▶参加費=無料。事前申し込み不要。　
　　　　   当日直接シートスへ。
▶その他=ラケットの貸出しはあります
が、体育館シューズと運動可能な服装で
ご参加ください。
▶主　催=豊能町卓球協会
▶後　援=豊能町教育委員会・豊能町
体育連盟
▶問合せ＝同協会
東地区 ☎739-1517（山

やまさき

崎）
西地区 ☎738-3552（河

か わ の

野）

混声合唱団「ザ・ブル－ム」体験
コーラスの案内
　月3回土曜日の午後、中央公民館で
唄うことが大好きな仲間が集まって、ハ
モリ大好きなみんなで、コ－ラスを楽し
んでいます。
　今回、下記日程で体験コ－ラスを行い
ます。ご夫婦やお友達でぜひ一度歌い
に来てみませんか。
▶日　時=5月25日（土）午後2時～4
時30分
▶場　所=中央公民館
▶曲　目=童謡メドレ－曲集より2、3曲
▶指　揮=谷 充

みつろう

郎
▶問合せ=☎739－1746（笹

さ そ う

生）

 平成25年度「ウグイス大学」講座受講者募集！
　今年度は下記の講座を予定しています。人気の「オオサカンコンサート」もあり、盛りだくさんの内容です。年会費２，０００円で
すべての講座が受講できます。
　また、講座の企画運営をしていただける運営委員を募集しています。ぜひ、あなたも一緒に運営してみませんか。皆さんのご参
加をお待ちしています。

▶対　象＝町内在住の６０歳以上の方
▶年会費＝２，０００円（資料代等含む）
▶申込み＝５月２４日（金）午後１時に年会費を持参して、西公民館大会議室へお越しください。

（※電話、ファックス、Ｅメール、郵便等での受付はしません。）
▶その他＝第４回目の社会見学は、別途参加費（約５，０００円）が必要です。内容等に変更が生じる場合がありますので、ご了承く
ださい。
▶主催･問合せ＝ウグイス大学運営委員会/ ＜事務局＞生涯学習課（西公民館内）　☎７３８-４６２８

日　時 テーマ（予定） 講　師 場　所
1 5月24日（金）午後1時～ 開講式「みんなでコーラス」 三

み や け

宅 絋
ひ ろ こ

子さん 西公民館

2 6月28日（金）午後1時30分～ 「笑いの力で生活習慣病予防」 堀
ほり

 登
と し こ

志子さん 西公民館

3 7月26日（金）午後1時30分～ 「オオサカンコンサート」 オオサカンの皆さん ユーベルホール

4 9月27日（金）※出発時刻は未定 「社会見学」（観光バス利用） 京都・丹後方面

5 10月25日（金）午後1時30分～ 「みんなで楽しくフロアカーリング」 スポーツ推進委員の皆さん シートス

6 11月29日（金）午後1時30分～ 「ギターと一緒に歌おう」 ブルーハーモニックスの皆さん 西公民館

7 2月28日（金）午後1時30分～ 「イキイキと暮らすために」 太
お お た

田 仁
ひとし

さん 西公民館

8 3月28日（金）午後1時30分～ 「演芸を身近で楽しもう」 未　定 西公民館
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