
情報あれこれ情報あれこれ ※情報あれこれのページは、左側からお読みください。

15　2013.8　広報とよの　～たばこは町内で買いましょう～　

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
停の変更があります。詳細はシートスま
でお気軽にお問い合わせください。

▶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
　8月11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（9月分）　
午前10時～　抽選

カラダを動かす
※2時間単位の予約となります｡
▶アリーナ・第2体育場（10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・3土曜日　午前9時30分～正午
▶バドミントン
第2・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

シートス夏休み短期水泳教室
連続5日間、短期水泳教室を開催します。
▶日　程=Ⅱ期:7月29日
（月）～8月2日（金）、Ⅲ
期:8月26日（月）～30日
（金）午前8時～（練習50
分）
▶内容・対象=Ⅱ期:入門・クロ－ル・背泳
ぎ・平泳ぎ・バタフライの泳法別指導（小
学生～中学生）Ⅲ期:泳力別指導※シ－ト
ス水泳教室の泳力基準による（4歳～中
学生）
▶ 参 加 費 =会員3 , 500円　一般
4,500円（税込み）※2期以上参加の場
合、2期目から500円割引
▶定　員=各60名

シートス　プール・ジム夏期特別
開放
　7月15日～8月26日までの毎週月
曜日、午前9時から午後6時の間、開放
日として特別に開館しますので、夏休み

の体力づくりにご利用ください。利用料
金は下記のとおりとなります。
　なお、教室は実施しませんのでご注意
ください。

シートス　プールが夏期料金で利
用できます
▶期　間=9月1日（日）まで
▶利用料=プールのみ　大人500円、
3歳～中学生・65歳以上・障害者250円
ジム・プール併用　大人700円、65歳
以上・障害者　350円
　プールの使用にはスイミングキャップ
が必要です。また、小学2年生以下の方
は保護者（16歳以上）の同伴が必要で
す。※保護者1名につき、お子様2名ま
での遊泳となります。

バドミントン教室のご案内
▶日　時=9月7日（土）、21日（土）、
10月5日（土）、19日（土）
午前9時30分～午後0時30分
▶会　場=シートス
▶講　師=バドミントンメーカーのコー
チと豊能町バドミントン協会員
▶対　象=町内在住・在勤の中学生以
上　※初心者大歓迎
▶定　員=初級クラス・実践クラス
各20名
▶参加費=1,400円（申込時徴収）
※保険代含む
▶申込先=シートス
▶受付期間=8月1日（木）～23日（金）
▶その他=体育館シューズ、運動のでき
る服装でお越しください。ラケットは貸
し出しもいたします。必要な場合は、申
込時にお申し出ください。
▶主　催=豊能町バドミントン協会、
シートス

ウエルカム!ベビースイミング無料
体験へのご招待
　平成25年1月1日以降生まれの赤
ちゃんとその保護者をご招待します。
▶実施日=毎週水・土曜日
午前10時～11時
▶実施場所=シートス　　　　　　　
（屋内温水プール）
▶体験できる月齢=6～7カ月の時に1



▶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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回、12～13カ月の時に1回の合計2回
▶定　員=毎回5組（先着順）
▶申込み=事前予約（希望日の1週間前
まで）
▶申込み・問合せ=シートス

音　楽　を　聴　く
ユーベルロビー登録者による

「感動の名曲をあなたの胸に」
▶日　時=8月3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=妙見うさぎとその愉快な仲
間たち（雑
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▶曲　目=愛の讃歌、テネシーワルツ、花
（喜

き な

納�昌
しょうきち

吉）、川の流れのように、情熱
大陸　ほか
▶主　催=豊能町教育委員会

オオサカンの
親子ふれあいコンサート2013
～チケット好評発売中!～
▶日　時=8月24日（土）
午前11時～（開場午前10時）
終演　正午予定
▶場　所=ユーベルホール
▶参加費（全席自由）=大人（中学生以
上）1,500円、子ども（3歳～小学生）
500円、親子ペア（小学生以下とその
保護者）1,800円
※親子ペアは前売のみ、3歳未満膝上
鑑賞無料
▶出　演=松

ま つ お

尾�共
とものり

哲�（指揮・案内役）、
小
こばやし

林�あゆみ（歌のお姉さん）
▶内　容=親子で楽しめるプログラム
をお話・歌・踊りなど満載でお送りする生
演奏の1時間!
▶曲　目=ドラえもん、勇気100%、さ
んぽ、ドキドキ!プリキュア、獣電戦隊キョ
ウリュウジャー、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

教　養　を　深　め　る
オトナの大学
―とよの生活・科学・文化講座―
書物のルーツを求めて（全3回）
　書物の発生と関わりが深かった「文
字」・「紙」・「印刷」を通して、先人たちの
努力と成果の足跡を訪ねてみませんか。
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。
第1回　　8月24日（土）

「文字のはじまりの話」
　文字の誕生と紙が発明、伝播される
までの記録、保存に使用した材料につ
いてのお話です。
第2回　　9月14日（土）

「紙のはじまりの話」
第3回　　10月12日（土）

「印刷のはじまりの話」
▶時　間=各回午後2時～3時30分
▶場　所=図書館集会室
▶講　師=村

むらなか

中� 豊
ゆたか

（元（株）DNPメディアクリエイト関西　
社長、京都精華大非常勤講師）

▶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―
　8月は図書館、中央公民館どちらもお
休みします。

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=8月2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

音楽を聴く

資源とごみの収集日【8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。

教養を深める
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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

図書館ガラスの大箱
「自然からの贈り物　豊能町に生息す
る美しいチョウたち」
　ギフチョウ、オオムラサキ、ゼフィ
ルス、ミヤマカラスアゲハ等の標本を
展示します。
▶期　間=7月27日（土）～8月29日
（木）
▶出展=杠

ゆずりは

�隆
た か し

史
（有限会社エヌ・アール・シ―代表取締役、
大阪昆虫同好会会長）
▶問合せ=図書館

Library　　N　e　w　s
夏休み中のご利用について
　図書館では読み物のほか、自由研究
や工作に役立つ資料も所蔵しています。
また、身近な疑問や調べ物に関する質
問についても、お気軽に職員まで申し出
ください。
　本や雑誌はお一人10冊まで、CDや
DVDなどの視聴覚資料は2点まで同時
に貸出できます。
　夏期に利用が集中する資料もありま

すので、期限を守ってご利用ください。
貸出資料の期限は2週間です。

図書利用券の更新について
　11月より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、運転免許証等の現住所
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。
　なお、現在お持ちの利用券は継続し
てそのままご利用いただきます。その
他、詳細は後日お知らせします。
▶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
第3回とよのまつり

「文化展」の開催について
　今年度も町立西公民館で「文化展」を
開催します。
　公民館活動に参加していなくても出
展出来ます。個人参加大歓迎!
▶開催日=11月9日（土）～10日（日）
▶場　所=西公民館
▶申込期間=9月1日（日）～15日（日）
※申込方法など詳細は、広報とよの9月
号に折り込むチラシまたは文化展ホー
ムページをご覧ください。
▶主　催=文化展実行委員会

第25回とよの夏まつり
▶日　時=8月10日（土）
午後5時～9時
▶場　所=東能勢中学校グラウンド
▶内　容=夏の歌うまキッズ決定戦、
キッドビクス、大抽選会、重機のりもの体
験、フラダンス、模擬店、大道芸人オクチ、
ふわふわ（エアートランポリン）※内容
は変更になる場合があります。
▶主　催=豊能町商工会青年部
☎739-1647

〈阪神高速道路11号池田線　通
行止めのお知らせ〉
　8月17日（土）の午後7時頃から10
時頃までの間、阪神高速道路11号池田
線（池田分岐～池田木部出入口）が第
65回猪名川花火大会開催のため通行
止めとなります。
　なお、川西小花出入口については、午
後6時頃から利用できません。皆さまの
ご協力をお願い申し上げます。また、会
場周辺の一般道路も通行止めとなるた
め、マイカーでの来場はご遠慮ください。
※当日、荒天等の場合は、翌18日（日）
に限って順延されます。
　詳しくは、池田市　観光・ふれあい課
（☎072-754-6244）または川西
市　観光・スポーツ振興課（☎072-
740-1161）へ。

インフォメーション

◎骨髄バンクドナー登録（要申込）
▶日　時＝8月6日、20日（火）　
　　　　午前9時30分～10時30分（受付）
◎Ｂ・Ｃ型肝炎ウイルス検査（要申込）
▶日　時＝8月6日、20日（火）　
　　　　午前9時30分～10時30分（受付）
▶対　象＝府内在住で２０歳以上の未受診の方
▶費　用＝無料
◎ＨＩＶ／エイズ・梅毒（血液）、クラミジア（尿）
　検査（匿名可）
▶日　時＝8月6日、13日、20日（火）　
　　　　　午後1時30分～2時30分（受付）
▶費　用＝無料（一部有料）
◎こころの健康相談（予約制）
日程など詳細はお問い合わせください。
▶問合せ=大阪府池田保健所　☎751-2990

大阪府池田保健所　8月の事業 フォトニュース

L ibrary News

○�第一部の親子体験教室には、総勢80名以上の保護者と子どもたちで、
賑やかにキャッチボール教室・バッティング教室・
守備教室を行いました。

○��第二部のＰＴＡソフトボール試合には、東ときわ
台・吉川小学校区連合チーム（15名）と光風台・
東能勢小学校区連合チーム
（14名）が対戦。白熱した試
合で東ときわ台・吉川小学校区
連合チームが勝利。楽しい時間
を過ごしました。

☆来年度も開催予定です。たくさんのご参加をお待ちしております。　
▶問合せ＝教育支援課　☎７３９-３４２７

7 月７日豊能町 PTA ソフトボール大会を開催しました
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