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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。

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
受付開始しています。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。

▶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
▶子ども向け教室
（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
　6月9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｡

カラダを動かす ▶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｡

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

卓球教室のお知らせ
▶日　時=7月6日（土）～27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20日（木）
▶主　催=豊能町卓球協会・シートス
▶後　援=豊能町教育委員会
 
プール利用時間のご案内
　水泳記録会実施のため、下記時間
プールは使用できません。
▶日　時=6月16日（日）　正午～午後6時

音 楽 を 聴 く
ユーベルホール
～ロビーコンサート～
「花月�真コンサート」
▶日　時=6月1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

比野
の

 敏
としひこ

彦（ピアノ）
▶主　催=豊能町教育委員会

ユーベルロビー
「歌声よ育め!豊かな緑に囲まれて」
▶日　時=6月8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=浦

う ら た

田 健
けんいちろう

一郎（カウンターテ
ノール）、久

く ぼ

保 美
み お

緒（ピアノ）
▶曲　目=我が母の教え給ひし歌、寂し
く暗い森で、霧と話した、アヴェ・マリア、
樹木の陰で、ソルヴェイグの歌、中国地
方の子守歌、まどろみが近づくように 
ほか
▶主　催=豊能町教育委員会

「とよの・子どもと楽しむ落語の世界」
　テレビやラジオにひっ
ぱりだこの桂吉弥が、大
人も子どもも家族みんな
で楽しめる落語の世界へ
ご案内します。 
▶日　時=7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
▶入場料（自由席）=
大人2,000円、子ども800円（中学生
以下）、ファミリー（大人1名・子ども1名）
2,500円
※未就学児の入場はご遠慮ください。
▶出　演=桂 吉

き ち や

弥、桂 佐
さ

ん吉
きち

、桂 鯛
たいぞう

蔵
（桂米朝一門）、KOHARU亭けいじろう
（名古屋で活躍の小学生・アマチュア演
芸コンクールで優勝）
▶入場券発売=6月3日（月）
　午前10時～
▶発売場所=ユーベルホール

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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▶主　催=とよの活性化集団「もっと文
化を!」
▶制作協力=㈱米朝事務所
▶協　力=豊能町教育委員会

教 養 を 深 め る
オトナの大学
「明治のクラシック音楽�―洋楽をめぐ
る人々」全3回
　現代の日本人は、西洋音楽よりも日
本の伝統音楽を異文化として感じてし
まうほどですが、本講座で明治時代の日
本で西洋音楽がどのように受容されて
いったかについて学びます。
第1回��6月1日（土）
「ハイドン『不二の山』を作曲する�―明
治の洋楽の始まり」
　明治の人々が西洋の音をどう捉え、
受け入れていったかを、当時歌われた歌
曲の一部を実演でご紹介しながら、お話
しします。
第2回��7月6日（土）
「笈を欧州に負って―明治の音楽留学
生の奮闘」
第3回��8月3日（土）
「極東の新天地で―西洋人音楽教師の
群像」
※連続した内容の講座ですが、どれか1
回の受講でも可能です。
▶時　間=各回午後2時～3時30分
▶場　所=図書館集会室
▶講　師=竹

たけなか

中 亨
とおる

（豊能町在住）
▶定　員=30人（先着順）
▶申込み・問合せ=図書館カウンターま
たは電話

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21日（金）
児童コーナー 午前10時30分
～（約20分）
▶中央公民館=6月7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=6月7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=6月5日（水）
▶申込み・問合せ=図書館

図書館ガラスの大箱
「昔の道具展」
 昭和初期に活躍していたカメラなどを
展示します。
▶期　間=6月1日（土）～6月27日

（木）
▶出　展=豊能町立郷土資料館
▶問合せ=図書館

図書館The.ギャラリー
「日本地図のはじまり」
　江戸時代から明治にかけてつくられ

た、珍しい日本地図を集めました。 
▶期　間=6月1日（土）～27日（木）
▶出　展=瀬

せ と ぐ ち

戸口 勇
ゆういち

一（豊能町在住）
▶場　所=図書館郷土資料室
▶問合せ=図書館

Library  N e w s
新しいサービスで図書館が
さらに使いやすくなりました。
◯メールによる新着図書案内配信サー
ビス
　興味のあるキーワードをあらかじめ
登録しておくと、そのキ―ワードに合っ
た新着図書がはいった場合に、定期的に
メールでお知らせするサービスです。

◯館内利用者用検索機からも予約でき
ます。
　予約票へ記入することなく、検索機か
ら資料を検索した続きに予約入力が出
来るようになりました。
　いずれのサービスもご利用にはパス
ワードとメールアドレスの登録が必要と
なります。
▶問合せ=図書館

L ibrary�News

資源とごみの収集日【6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）

空きビン

空きカン

ペットボトル
容器包装

プラスチック類

植木剪定くず
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可燃ごみ

不燃ごみ
有害ごみ

粗大ごみ
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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。

教養を深める
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図書利用券の更新について
　新サービス導入に伴い、すべての利
用登録者を対象とした更新手続きを行
います。
　更新の際は、運転免許証等現住所と
生年月日がわかる書類の提示をお願い
します。今回更新すると、更新した日か
ら3年間利用券が有効となります。
▶更新日=11月1日（金）以降、最初の
利用時
▶問合せ=図書館

インフォメーション
絵画同好会「いろどりの會」
会員募集
　主に水彩絵の具を使用して自分の描
きたいものを描いています。

見学大歓迎です。
▶活動日時=毎月第1・3土曜日 午前9
時30分～正午
▶活動場所=西公民館
▶指導者=河

か わ べ

邊 裕
ひ ろ み

美
▶問合せ=☎738-3757（山

や ま だ

田）
　　　　　☎738-5562（中

なかがわ

川）

ガ－デニング講座
　花やみどりに触れる楽しみ、育てる楽
しみを実感する講座です。
▶日　時=6月19日（水）午前10時～
正午
▶場　所=西公民館中会議室
▶対　象=ガ－デニングに興味のある
方はどなたでも
▶テ－マ=挿し木・挿し芽の実習（アジサ
イ、ペチュニアなど）

▶講　師=高
た か の

野 光
こういち

一（まちの緑花ボラ
ンティアリ―ダ－）
▶参加費=500円（材料費含む 当日徴
収）
▶定　員=先着20名
▶申込み・問合せ=特定非営利活動法
人 愛

い つ か か い

花会 （高
た か の

野）
　住所 光風台6-10-9
　☎&FAX738-1047
▶後　援=豊能町教育委員会
次回以降は

9月12日（木）秋の草花の種まき
10月10日（木）秋の草花のポット上げ
11月24日（日）手作り園芸グッズに挑
戦
12月16日（月）迎春の寄せ植え
詳細は上記問合せまで。

　ユーベルホールは、豊能町の文化の交流・振興の拠点施
設を目指し、町内の活動団体の発表の場として、また、ホー
ルやロビーを利用した住民交流の場として運営を行ってい
ます。
　このたび、館の運営に関する企画力・実行力に自信ある
方で、あわせて民間の活力・手法を導入するなど収益性の
向上を図ることのできる人材を募集します。
▶募集職種　ユーベルホール館長（非常勤）
▶職務内容　ユーベルホールに勤務し、ホールの運営を総
括するとともに、主催事業を企画運営する。
▶募集人員　１人
▶応募資格
　○健康で意欲のある方（年齢は問いません。）
　○ ホール等の管理運営もしくは、公演・イベント等の事

業の運営経験を有し、ホールでの主催事業を企画運営
できる方

　○次のいずれかに該当する人は応募できません。
　　・成年被後見人または被保佐人
　　・ 日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破

壊することを主張する政党その他の団体を結成し、
またはこれに加入した者

▶募集期間
　６月１日（土）～６月１５日（土）

▶応募方法
　次の書類を封筒に入れ、以下の応募先に持参または送付
してください。郵送の場合は、１５日の消印有効とします。
　その際に、封筒の表面に「ユーベルホール館長応募」と
朱書きしてください。
　○履歴書、エントリーシート（教育委員会、西公民館 
　　にて配布、ホームページからのダウンロード可能）
▶選考方法
　個別面接により選考します。面接日は６月下旬を予定し
ています。
▶採用予定日
　平成２５年７月１日
▶勤務条件
　○報酬その他
　　・月額　200,000 円
　　・このほか通勤手当が条件により加算されます。
　　・雇用保険の適用があります。
　○勤務時間　午前９時～午後５時（休憩４５分）
　○勤務日　　週３日程度
　　　　　　　（土日勤務あり、火・水が休館日です。）
▶雇用期間　平成２５年７月１日～平成２６年３月３１日
▶応募先
　　〒 563-0104
　　　　光風台５丁目１の２　教育委員会生涯学習課
　　　　 ☎７３８-４６28

ユーベルホール館長募集

インフォメーション
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