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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
　巡回バス登録は随時受付しています。
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・小児・学童クラス
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
　10月13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（11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（12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

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日以降に誕生した赤
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
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・問合せ=シートス
事前予約（希望日の1週間前まで）

施設の定期点検に伴う休館について
　9月28日（土）～10月3日（木）まで
施設の定期点検を実施するため、休館
させていただきます。ご迷惑をおかけし
ますが、あらかじめご承知おきください。

護身術講習会のご案内
　「ひったくりにあった!　夜道が怖い!」

などの経験をした方。危険から身を守る
のは、あなた自身なのです。豊能警察よ
り講師をお招きし、身を守る技を伝授し
てもらいます。
▶日　時＝10月27日（日）
午前9時～10時
▶会　場＝シートス2階	柔道場
▶定　員＝25名（中学生以上）
	※定員になり次第、締め切りとさせて
いただきます。
▶参加費＝無料
▶申込み・問合せ＝シートス
　受付にて所定の申込み用紙に必要事
項を記入しお申し込みください。

シートス育成選手（東能勢中在籍）
古賀千尋さん 国体で大健闘!!
　9月12日～15日に東京辰巳国際水
泳場で行われた、第68回国民体育大会
水泳大会において、大阪府代表選手と
して2種目に出場し、以下の好成績を収
められました。
■少年B女子400mメドレ－リレ－
　“全国第2位入賞!”（4:12.75）
　古賀さんは、第2泳者としてダイナ
ミックな平泳ぎを披露しました。
　予選を1位で通過し、決勝でも2位入
賞に大きく貢献しました。
■少年B 女子100m平泳ぎ
　“全国第5位入賞!”
　決勝記録:1:11.09（自己ベスト）
　最終日に行われた100m平泳ぎでも
大きく伸びやかな泳ぎを見せ、自己ベス
トを0秒45更新し、中学生ではトップと
なる5位入賞を果たしました。

大変お疲れ様でした!!
みんなに夢をありがとう!!



▶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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音	楽	を	聴	く
ユーベルロビー登録者による

「音楽のおもちゃ箱 
クラシック&ポップスコンサート」
～チケット好評発売中!～
▶日　時=10月5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=「アンサンブル・ナウ」道

みちはた

簱
直
な お き

樹（バリトン歌手）、良
よ し え

枝（ソプラノ歌
手）、彰

あ や こ

子（ピアノ）、維
ゆ き こ

子（ヴァイオリン）
▶曲　目=ベートーベン「スプリング・ソ
ナタ」より、J・シュトラウス「チャルダッ
シュ」、ララ「グラナダ」	ほか	
▶主　催=豊能町教育委員会

オオサカン「999コンサート」
～チケット好評発売中!～
▶日　時=10月20日（日）
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=999円（全席自由）
▶出　演=フィルハーモニック・ウインズ
大阪の楽員
▶曲　目=ザ・ビートルズメドレー、とな
りのトトロ、宇宙戦艦ヤマト、連続テレビ
小説「あまちゃん」メインテーマ、昭和歌
謡メドレー	ほか
▶主　催=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

ご好評につき、今秋も実施します!
「ユーベルホールでスタンウェイ
ピアノに触れてみませんか」
～普段、家庭で接することのないスタン
ウェイピアノで演奏（練習）しませんか～
▶使用可能日=10月14日、21日、28
日、11月4日、18日、25日（いずれも月
曜日）
▶時間区分=
①午前9時30分～11時
②午前11時～午後0時30分
③午後1時30分～3時
④午後3時～4時30分
上記①～④の区分で1組1回限り
▶場　所=ユーベルホール
▶対　象=町内在住・在勤者（ただし、中

学生以下は保護者または指導者同伴）
▶参加人員=引率者を含め4名まで
▶使用料=無料（先着順）
▶申込み期間=10月3日（木）～10日
（木）
▶申込み（電話受付のみ）=ユーベル
ホール（詳細はホームページをご覧くだ
さい）

ユーベルロビー出演者による
「とよのミュージックフェア」
▶日　時=10月26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=500円（全席自由）
▶出　演=川

かわむら

村	弥
や よ い

生、ときわ台ゴスペ
ルクワイア、Moment	Jazz	Trio、坂

さかもと

本
閑
かんざん

山と「清
し み ず

水	真
ま ち こ

知子と千
ち ど り

鳥の会」、One	
Voice	Kawanishi、妙見うさぎとその
愉快な仲間たち、榎

えのき

	水
み ず え

枝（出演予定順）
▶主　催=ユーベルロビー登録者ホー
ルコンサート実行委員会
▶共　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―
書物のルーツを求めて（全3回）

第3回 10月12日（土）
「印刷のはじまりの話」
▶時　間=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、京都精華大学非常勤講師）
▶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―
▶中央公民館=10月4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（電話申込み制）
▶申込み・問合せ=図書館
　図書館本館は、蔵書点検による休館
中のためお休みします。

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。

資源とごみの収集日【10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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み

紙類等（新聞・雑誌類・
ダンボール・紙パック・
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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

音楽を聴く
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▶日　時=10月4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（電話申込み制）
▶申込み・問合せ=図書館

The.ギャラリー
「二人展 」
日本画and油彩画と水彩画
　趣味で絵を描かれている町内在住の
相澤さん、土井さんによる2人展です。
▶日　時=9月28日（土）～10月13日
（日）
▶出　展=相

あいざわ

澤	喜
き み こ

美子　土
ど い

井	桂
け い こ

子
▶場　所=図書館集会室
※10月3、9、10、12日の午後と11日
の午前は休室します。

図書館ガラスの大箱
「昭和のくらし展」
　あたらしい物が次々と生み出されて、
生活が一新した「昭和」の時代。
　昭和にスポットをあてて、生活や遊び
の道具を展示します。
▶期　間=9月28日（土）～10月13日
（日）
▶問合せ=図書館

Library		N	e	w	s
長期休館のお知らせ
　図書館蔵書点検および館内工事のた
め10月14日（月・祝）～10月31日（木）
まで休館いたします。
　中央公民館図書室は10月14日（月・
祝）～10月21日（月）まで休室します。
　利用者の皆さまにはご不便をおかけ
いたしますが、ご理解いただきますよう
にお願いします。
　なお、休館により、あらかじめ貸出期
間を長く設定します。詳しくは館内掲示
または図書館ホームページをご覧くだ
さい。

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、利用券は継続してそのままご利
用いただきます。
▶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
体育の日はスポーツに親しもう!
スポーツてんこ盛り2013
　スポーツの秋です。シートスのアリー
ナで、いろいろなスポーツを体験してみ
ませんか。
　今回のメインは、元空手世界チャ
ンピオンによるお話と演武「体験	空手
（KARATE）道—見て、感じて、やってみ
よう—」です。
　他にもシートスによる講習会やスリッ
パ飛ばし、フロアカーリング体験や体力
測定など、盛りだくさんの内容です。ぜ
ひ、ご家族お揃いでお越しください。
▶日　時=10月14日（月・祝）	
午後1時～4時
▶場　所=シートス	アリーナ
▶参加費=100円（保険代）
▶主　催=豊能町スポーツ推進委員会・
豊能町教育委員会
▶問合せ=生涯学習課

わが町とよのの自然体験 
『 第8回  森と遊ぼう! 』参加者募集!
　町内の里山を整備して、森の役割や
自然の大切さを考えるきっかけにしよう。
作業後は、町内で収穫した食材を使った
お昼ごはんを。縄編み体験や木工クラフ
トにも挑戦します。
▶日　時=11月23日（土・祝）
▶場　所=牧地区の里山ほか
▶対　象=町内在住の小学生（小学1・
2年生は保護者同伴）
▶参加費=300円人
▶定　員=50名（先着順）
▶主　催=豊能町青少年指導員会
▶申込み・問合せ=生涯学習課
　住所、氏名、年齢、保護者名、連絡先を
記入の上、はがき、FAX、メールまたは

西公民館窓口でお申し込みください。
申込期間=10月1日（火）～18日（金）
〒563-0104	豊能町光風台5-1-2

shouga igakushuu@town .
toyono.osaka.jp

平成26年成人式のお知らせ
　新成人の晴れの門出を祝し、成人式
を開催します。対象の方々のご参加を
お待ちしています。
　また、新成人の代表として「メッセー
ジ」・「抱負」・「謝辞」の発表者、ピアノ演
奏者等を募集しています。希望される方
はご連絡ください。
▶日　時=平成26年1月13日（月・祝）
午後0時30分より受付	午後1時15分
より式典開催
▶場　所=ユーベルホール
▶対　象=平成5年4月2日～平成6年
4月1日に生まれた方（町内の学校園を
卒業された方。）
※住民登録のある方には11月上旬に
案内はがきを送付します。他市町村に住
民票がある方で、本町での成人式参加
を希望される場合は、町ホームページを
ご覧いただくか、直接お問合せください。
▶連絡・問合せ=生涯学習課	

平成25年度秋季町民バドミント
ン大会開催
▶日　時=11月4日（月・祝）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（ペアで申込んでください。）「参加
資格」豊能町在住の中学生
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、個人で申込んでください。）
「参加資格」豊能町在住、在職の方およ
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（参加当日に徴収）
▶申込み=電話またはFAXで申込んで
ください。
☎&FAX	738-5696
　　　豊能町バドミントン協会（吉

よしわら

原）
▶申込締切=10月26日（金）
▶その他=体育館シュ―ズとラケットは

L ibrary News

インフォメーション



▶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

 　～ふるさと寄付で「とよの」を応援してください～　2013.10　広報とよの　　16

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。
▶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4回北摂町民ゴルフ大会
（豊能町・能勢町・猪名川町）
▶日　時=11月11日（月）
▶場　所=鳴尾ゴルフ倶楽部
▶参加資格=豊能町、能勢町、猪名川
町在住在勤のアマチュア町民（18歳以
上）
▶参加費=15,000円（プレー費、昼食、
会食費等含む）
▶募集人数=各町40名（先着）
▶主　催=鳴尾ゴルフ倶楽部
▶後　援=豊能町教育委員会　ほか
▶申込み・問合せ=
一般社団法人	鳴尾ゴルフ倶楽部
〒666-0155	
川西市西畦野字金ケ谷1-4	
☎072-794-1011
　往復ハガキで、申込者全員分の住所、
氏名（ふりがな）、性別、生年月日、電話
番号を記入の上、お申し込みください。
※要項は、中央公民館、西公民館にあり
ます。
▶申込期間=10月1日（火）～21日（月）
（必着）ただし、定員になりしだい締め
切ります。

「 誰 でも 気 軽にできる球 技・・・     
ペタンクの集い」の開催
　健康づくりに、親睦にフランスで生ま
れた球技「ペタンクゲ－ム」を楽しみま
しょう
▶日　時=10月23日（水）
午前9時30分～11時30分
※雨天等で順延の場合は10月30日
（水）午前9時30分～11時30分
▶場　所=ふれあい広場
▶用　具=ペタンク球等は同好会で準
備します。運動しやすい服装で参加くだ
さい。

▶対　象=町内在住の方
▶参加費=無料（スポ－ツ傷害保険は主
催者側で加入）
▶申込み=豊能ペタンク同好会
　　　　　☎738-2174（竹

た け だ

田）
　　　　　☎738-8177（川

かわかつ

勝）
　コ－ト設定、ペタンク球その他準備の
都合上、10月15日（火）までに申し込み
ください。
▶主　催=豊能ペタンク同好会・高齢大
同窓会　豊能
▶通常のペタンク練習予定日
毎週水・金・日曜日、いずれもふれあい広
場　午前9時30分から行っています。

「豊能混声ユーベルコール20周
年記念演奏会」
▶日　時=10月27日（日）
開演:午後2時（開場:午後1時30分）
▶場　所=ユーベルホール
▶入場料=無料（要整理券）
▶曲　目=
第1部「ふるさとの四季」
第2部「ロシア民謡」
第3部「ベートーヴェン	ミサ曲ハ長調
op.86
▶問合せ=☎738-6772（金

か ね こ

子）
　　　　　☎738-4881（岡

お か だ

田）

秋のいけ花展（30周年記念）
　彩る秋の能勢路とときめき、かがやき、
ひらめきの世界ゆったりした空間にお誘
いします。
▶入場料=無料
ただし、お茶席400円（菓子代）
▶日　時=10月19日（土）～20日
（日）午前10時～午後4時
▶場　所=西公民館	大会議室
▶主　催=豊能町茶華道連盟
▶後　援=豊能町教育委員会
▶問合せ=☎080-1425-8704
（石

いしはら

原）

恒例のふたば園PTAバザー開催
　生活用品・衣類・おもちゃなどの掘り出
し物が見つかるかも!!
　地域のみなさんと園との交流を深め
るため、毎年恒例となっていますバザー
を開催します。たくさんの方のご来場を

お待ちしています。
※駐車場には限りがありますので、譲り
合ってご利用ください。満車の場合はス
ポーツ広場をご利用ください。
▶日　時=10月18日（金）
	午前9時30分～午後0時30分
▶場　所=ふたば園（旧東能勢幼稚園）
▶問合せ=ふたば園　☎739－1577

大阪市立視覚特別支援学校
高等部入学者募集
　大阪市立視覚特別支援学校職業課
程では、視覚に障がいがある方(全盲・弱
視)を対象に生徒を募集します。
　あん摩マッサージ指圧師の資格取得
のための保健理療科と、あん摩マッサー
ジ指圧師、はり師、きゅう師の資格取得
のための理療科があります。
　いずれの科も様々な年齢層の方が勉
学に励まれ、免許を取得し、社会復帰さ
れています。文字の読み書きがご不自
由な方には拡大文字や点字、音声教材
などで支援します。
▶問合せ＝大阪市立視覚特別支援学校
高等部理療部入学相談係
　　　　　☎06-6328-7000

のせでんアートライン妙見の森
2013
　開業100周年記念イベントの一環と
して、能勢電鉄沿線各所や里山原風景
が残る自然豊かな「妙見の森」一帯の地
域において、「のせでんアートライン妙
見の森2013」を開催します。
　自然・歴史・文化と調和する「物」「音」
「光」などによる現代アートを点在させ、
ハイキングや街歩き気分で、沿線とアー
ト作品が気軽に楽しめるイベントです。
▶期　間＝11月24日（日）まで
▶鑑賞時間＝午前10時～午後4時
▶鑑賞料＝無料
▶開催エリア＝妙見の森、吉川地区　
ほか沿線各所
▶主　催＝能勢電鉄（株）
▶問合せ=能勢電鉄開業100周年記念
事業事務局　☎06‐6374‐5981
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