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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
　11月10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（12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（1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=事前予約（希望日の1週間前
まで）
▶問合せ=シートス

第7回シートスクリスマス会開催
　ゲーム大会、ビンゴゲームなど盛りだ
くさんの内容です。
豪華プレゼントもあります。
▶日　時=12月15日（日）
午後2時～5時（午後1時30分より受付
開始）

▶場　所=シートスアリーナ
▶対　象=2歳から15歳（5歳以下の
お子さんは保護者の同伴が必要です）
▶定　員=200名
▶参加費=会員700円（税込）
一般900円（税込）
▶持ち物=体育館シューズ、タオル
▶申込み開始=11月6日（水）
▶申込み締切=12月1日（日）
　参加費を添えてシートス受付にてお
申込みください。
▶問合せ=シートス

第6回箕面森町妙見山麓マラソン
大会
～11月1日（金）よりエントリー受付!～
 　“大阪一しんどいマラソン”でおなじ
みの箕面森町妙見山麓マラソン大会を
下記のとおり開催します。
　毎回参加している方も初めて参加す
る方も、ぜひ変化に富んだコースをお楽
しみください。
　詳細は、町ホームページまたは下記
施設に設置の大会要項をご覧ください。
▶日　時=平成26年3月9日（日）
午前10時 スタート
▶コース=とどろみの森学園～東とき
わ台小学校
▶種　目=10km、5km、3km
▶主　催=豊能町・豊能町教育委員会・
箕面市・箕面市教育委員会
▶大会要項配布施設

【東地区】教育委員会事務局、中央公民
館、スポーツ広場

【西地区】西公民館、ふれあい広場、シー
トス、図書館、吉川支所
▶問合せ=生涯学習課

音 楽 を 聴 く
ユーベルロビー登録者による

「音楽と物語の世界」
～チケット好評発売中!～
▶日　時=11月9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=審

あ き ら

良 彰
しょうこ

子（フルート）、井
いがしら

頭
幸
さ ち こ

子（ピアノ）、吉
よ し だ

田 正
ただし

（朗読）

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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▶曲　目= 物語「二人のイワン」～ロシ
アのくるみ割り人形の音楽にのせて～、
序曲、金平糖の踊り、花のワルツ ほか
▶主　催=豊能町教育委員会

米朝一門 ユーベル寄席
▶日　時=平成26年2月2日（日）
午後2時～（開場午後1時30分）
▶場　所=ユーベルホール
▶出　演=桂

かつら

 南
なんこう

光、雀
じゃくまつ

松改め桂
かつら

 文
ぶ ん の

之助
すけ

、
月
つきてい

亭 八
はちみつ

光、桂
かつら

 すずめ（三
みつばやし

林 京
きょうこ

子）
※詳細は次号でお伝えします。

教 養 を 深 め る
大人のための朗読会
　テープ図書制作と対面朗読でご協力
いただいている「せせらぎ」の皆さんに
よる朗読ライブです。
　音と言葉のぜいたくなひと時をお過
ごしください。
▶日　時=11月17日（日）
午後1時30分～3時
▶定　員=30人（申込制先着順）
▶出　演=朗読ボランティアグループ
 せせらぎ
▶申込み・問合せ=図書館

おはなしを楽しもう!
　素語りを耳からきくことによって、絵
本とは違った言葉のおもしろさや美しさ
を感じることができます。
　この機会におはなしの世界を楽しん
でみませんか。
▶日　時=11月9日（土）
午後3時～3時25分

（対象:4歳～小学校1年生）
午後3時30分～4時

（対象:小学校2年生以上）
▶定　員=各回20人（申込制先着順）
▶出　演=とよの絵本の会「とまと」
▶申込み・問合せ=図書館

オトナの大学
ーとよの生活・科学・文化講座ー
太陽光発電入門
　いま、地球温暖化等地球環境の悪化
により、 環境にやさしい太陽光などク
リーンな再生可能エネルギーが注目を

集めています。太陽光を利用した太陽
光発電エネルギーについて、その原理、
種類、特徴と課題や将来展望について
わかりやすくお話します。
▶日　時=11月24日（日）
午後2時～3時30分
▶場　所=図書館集会室
▶講　師=平

ひらかわ

川 功
こういち

一
（電気材料システム工学研究所 代表・豊
能町観光ボランティアガイドの会会員）
▶定　員=30人（申込制先着順）
▶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―
▶図書館児童コーナー=11月15日

（金） 午前10時30分（約20分）
▶中央公民館軽運動室=11月1日（金） 
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（申込制）
▶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。 
▶日　時=11月1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（申込制）
▶申込み・問合せ=図書館

「縄をなう」体験しませんか
　農業に必需品の縄。手でなうには熟
練技術が必要ですが、足踏み式の縄綯

な

い機を使うと、すいすい作れます。一度、
挑戦してみてください。（自由参加）
▶日　時＝１１月１０日（日）
午前１１時～正午、 午後１時～２時
▶講　師＝小

お が わ

川 静
しず

生
お

（郷土資料館）
▶場　所＝図書館集会室
▶問合せ＝図書館

The.ギャラリー
「亥

い
の子

こ
餅展」

　千年以上の歴史があり、宮中に献上
していたという亥の子餅。農民が作って、
直接宮中に献上していたのは、豊能町
だけです。
　今回、色々な亥の子餅に関する資料
を展示します。
▶期　間=11月1日（金）～11月20

（水）
▶出　展=栩

と ち の

野 勝
か つ や

也
（豊能町郷土史研究会会員）
▶場　所=図書館郷土資料室

教養を深める

資源とごみの収集日【11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
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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。
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「第１７回とよの大好きフォトコンテス
ト入賞作品展」
　コンテスト入賞作品を展示します。
▶期　間=11月21日（木）～１２月１３日

（金）
▶共　催＝豊能町観光協会
▶場　所＝図書館郷土資料室
▶問合せ=図書館

図書館ガラスの大箱
「江戸期 徒然草 展」
　日本三大随筆の一つと評される「徒
然草」。寛延（１７５０年頃）に作られた和
綴本を展示します。
▶期　間=11月1日（金）～11月28日

（木）
▶問合せ=図書館

郷土の民話に関する冊子『２１世
紀の民話』（飯

いいじま
島正

まさあき
明）シリーズ全

１３冊をご寄贈いただきました。
　『２１世紀の民話』は飯島正明氏が長
年にわたる文献調査や聞き書きにより
集められた史料をもとに、地域の文化財
として総合的に再話していく目的でシ
リーズ構成されたものです。
　２巻の「炭焼長者と珠姫・菊炭と勘兵
衛」は吉川地区が舞台になっています。
再話はもちろん炭焼きに関する史料と
してもぜひ、一読ください。
　また、高山右近と高山地区に関する
調査研究により、５巻「高山の金の鳥」、
７巻「高山のダリオ」、８巻「右近の山崎
一番槍」を編集されています。飯島氏が
豊能町で教諭をされていた時代の経験
がきっかけになり、どの冊子も丹念に調
査された史料をもとに編集された貴重
なものです。郷土資料室においてあり
ます。館内のみでご利用ください。
▶問合せ＝図書館

午前9時30分 西公民館出発
▶ルート=西公民館～吉川八幡神社～
吉川城址～高台寺～保の谷～西公民館
▶歩行距離=約12km
▶歩行時間=約5時間
▶対　象=町内在住・在勤者
▶定　員=20名（申し込み多数の場合
は公開抽選）
▶参加費=100円（保険代）
▶締切り=11月15日（金）
▶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

第7回フロアカーリング大会
参加者募集!
　冬季オリンピックで一躍有名になっ
た氷上のチェスとも言われる「カーリン
グ」。 そのカーリングを手軽にフロアで
楽しめるようにアレンジしました。ストー
ンは、町スポーツ推進委員会で製作した
オリジナルです。
　誰もが簡単に楽しめ、少しの練習で
未経験者でも簡単にゲームに参加でき
ます。家族チーム、仲良しチーム、職場
チームなどなど、どんなチーム編成でも
OKです。さぁ!3人集めて参加しましょ
う! 申込等詳細は、町ホームページまた
は各施設に備え付けのチラシをご覧く
ださい。
▶日　時=12月14日（土）
正午～午後4時
▶場　所=シートスアリーナ
▶募集チーム数=16チーム
▶参加費=500円（1チーム）
※当日徴収します。
▶締切り=11月15日（金）
▶主　催=豊能町スポーツ推進委員会
▶申込み・問合せ=生涯学習課（西公民
館内）

第20回「豊能音楽祭」
　今年20周年となる豊能音楽祭。今
回は特別ゲストを迎え、未来に向かって、
街にひろがる音楽の輪を広げます。皆さ
まのご来場を心よりお待ちしております。
▶日　時=11月17日（日）
▶開　演=午後1時30分（開場 午後1
時）

Library  N e w s
　長期休館中はご不便をおかけしまし
たが、ご協力ありがとうございました。
　11月1日（金）から通常どおり開館し
ます。
　冊数制限が図書10冊、視聴覚資料

（CD・DVD・カセット）2点に戻っていま
す。ご注意ください。

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
とした有効期限更新手続きを実施して
います。ご来館時に運転免許証・保険証
等の公的なご本人証明をご提示くださ
い。今回更新されると、次は３年後の誕
生日が有効期限となります。
　なお、図書利用券は継続してご使用
いただきます。
▶問合せ=図書館

「読書週間」のお知らせ
　すべての世代の人に本を読むきっか
けをつくっていただくため、全国的に
10月27日（日）～11月9日（土）は「読
書週間」と定められています。
　今年の標語は「本と旅する 本を旅す
る」です。
　この秋、1冊の本と出会いに図書館へ
出かけてみませんか?
　図書館では、図書の貸し出しのほ
か、さまざまな講座や絵画などのギャラ
リー展示を行っています。

インフォメーション
豊能町を知ろう!トレッキング（そ
の2）
私たちの町を歩いてみませんか?
　今回は、西地区を中心に石仏や城址
を巡って、歴史ある町「とよの」を再発見
できるかもしれません。みなさんのご参
加をお待ちしています。
※申込方法等詳細は、町内各施設に備
え付けのチラシまたは町ホームページ
をご覧ください。
▶日　時=11月30日（土）

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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▶場　所=ユ－ベルホ－ル
▶入場料=全席自由席 協力券（300
円）当日券（500円）
▶出演団体=特別ゲスト 中

な か た

田 成
な る み

美（口
笛奏者）、オオサカンユ－ベルママプラ
ス、クリトメリア、千鳥の会、とよのウクレ
レクラブ、豊能女声コ－ラス「愉

ゆ ら

楽の会
かい

」  
The Bloom、混声合唱団クオ－レ、豊能
混声ユ－ベルコ－ル
▶主　催=豊能町音楽連盟
▶後　援=豊能町、豊能町教育委員会
▶問合せ=
☎090-8447-3164（寺

てらおか

岡）
☎080-1462-2641（今

いまがわ

川）
▶チケット取扱い=ユ－ベルホ－ル 
☎738-7700

とよのルネサンス「第6回フォトグ
ル－プ彩 写真展」
　当地域の写真アマチュア・グル－プで
す。 ぜひお越しください。
▶日　時=11月13日（水）～17日

（日）午前10時～午後6時
17日は午後5時まで
▶場　所=西公民館地階 ロビ－
▶問合せ=とよのルネサンス・フォトグ
ループ彩
 ☎738-0617（山

や ま だ

田）

水彩画同好会「いろどりの會」第8
回作品展
　生涯学習の一環として水彩画を学び
始めて、16年。絵の好きな会員が描い
た作品です。
▶日　時=11月18日（月）午後1時～
30日（土）午後4時まで
▶場　所=西公民館地階 ロビ－
※会員募集中 第1第3土曜日午前中 
西公民館で活動中 
入会金1,000円 月会費2,000円
▶問合せ=
☎738-3757（山

や ま だ

田）
☎738-5562（中

なかがわ

川）

福祉バザー物品提供のお願い
　11月10日（日）に開催される「とよの
まつり」において、次の団体がバザーを
計画しています。不用品等がありました
らご提供ください。

○豊能町肢体不自由児者父母の会・と
もがきクラブ
　障害者への理解、障害を持つ子ども
たちの社会参加と自立に向け、様々な
取組みを行うための資金作りの一環と
して行います。
▶連絡先=☎739-2777（三

み さ わ

澤）
     　　　 ☎738-4140（八

や す ぎ

杉）

猪名川水環境シンポジウム2013
　猪名川への関心と理解を深めるため、
流域住民と共に考えるシンポジウムを
開催します。
▶日　時=11月30日（土）午後1時30

分～3時30分
▶場　所=アステ川西 アステホール

（阪急川西能勢口駅 徒歩1分、JR川西
池田駅 徒歩3分）
▶主　催=国土交通省猪名川河川事務
所
▶開催内容=猪名川の現状報告・猪名
川物語・猪名川の水環境に係る活動報
告・水環境に関するパネル等の展示
▶参加費=無料
▶定　員=200人（先着順）
▶申込み・問合せ=猪名川水環境シンポ
ジウム事務局（猪名川河川事務所 調査
課）☎751-1986

今　年（注） 昨　年 対前年度比
可　燃　ご　み 388.76 386.72 0.5%
粗　大　ご　み 9.76 8.81 10.8%

不燃
ごみ

15.23 17.56 − 13.3%
蛍光灯 0.16 0.15 6.7%
乾電池 0.34 0.44 − 22.7%

空　き　ビ　ン 14.46 15.86 − 8.8%
空　き　カ　ン 4.56 5.40 − 15.6%

紙　類　等 47.54 53.78 − 11.6%
容　プ　ラ※ 18.33 20.71 − 11.5%

ペ ッ ト ボ ト ル 3.77 4.19 − 10.0%
植 木 剪 定 く ず 12.87 11.00 17.0%
食　用　廃　油 0.00 0.60 −

計 515.28 524.63 − 1.8%
※蛍光灯および乾電池は不燃ごみの内数
※容プラ… 容器包装プラスチック類　　（注）速報値のため数値が変わることがあります。

昨年とのごみ量比較（9月分）昨年とのごみ量比較（9月分）

今月の表紙・フォトニュース
　１０月１３日、走落神社の秋祭りが行われ、余野地区と木代地区のみこしが町内各
所を巡行しました。さわやかな秋晴れのもと、勇壮な囃子にのせて、みこしが秋の空
に舞いました。

余野地区

木代地区
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