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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、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・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
　12月8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（1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（2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ています。
▶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

年末年始お休みのご案内
12月28日（土）～1月3日（金）
は休館いたします。

第6回箕面森町妙見山麓マラソン
大会エントリー受付中!
～さぁ、早春の息吹を感じながら、

妙見山麓を走ろう!～

　ゲストランナーにシドニー五輪1万m
代表の高

たかはし

橋千
ち え み

恵美さんを迎え開催しま
す。
　しんどいけど、クセになる
コースをぜひお楽しみくだ
さい。
　エントリーに関する詳細
は、町内各公共施設に設置の大会要項、
またはホームページをご覧ください。
▶日　時=平成26年3月9日（日）
▶定　員=1,200名
▶種　目=10km、5km、3km、ファミ
リージョギング
▶締切り=平成26年1月27日（月）
▶問合せ=マラソン大会実行委員会

（事務局:生涯学習課）
☎738-4628
HPhttp://www.town.toyono.osaka.jp/
www/contents/1381897755786/
index.html

音　楽　を　聴　く
ユーベルロビー登録者による
箏、尺八による「日本の響き」
～チケット好評発売中!～
▶日　時=12月7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=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」
▶曲　目=八千代獅子、北海民謡調、花
さき山、ほか
▶主　催=豊能町教育委員会

みんな楽しく!ファミリー・ショー
▶日　時=平成26年1月18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=前売り（全席自由）
大人1,000円、子ども500円
※当日は各200円増（残券がある場合
のみ）
▶内　容=★つくってあそぼショー（ワ
クワクさん（久

く ぼ た

保田 雅
ま さ と

人）、ゴロリくん）
★みんなげんきコンサート
★腹話術（飯

いいもり

森 康
こういち

一&キリンのリンちゃ
ん）

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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▶入場券発売=12月9日（月）
午前10時～
▶発売場所=ユーベルホール
▶電話予約=12月9日（月）午前10時
から開始。
▶主　催=豊能町・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
▶入場料=前売り（全席指定）
一般3,500円、割引3,000円、2階席
2,500円
※当日は各500円増（残券がある場合
のみ）
※割引対象=大学生以下、65歳以上、
障害者の方およびその介助者
※未就学児は入場できません
▶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 す け

之助、
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）、桂
かつら

 
吉
きち

の丞
じょう

▶入場券発売=12月14日（土）
午前10時～
▶発売場所=ユーベルホール
▶電話予約=12月14日（土）午後1時
から開始。ただし、残券がある場合のみ。
▶主　催=豊能町・豊能町教育委員会、
▶制作協力=（株）米朝事務所
▶協　力=とよの活性化集団「もっと文
化を!」

オオサカンの
「クリスマスコンサート2013」
～チケット好評発売中!～
▶日　時=12月23日（月・祝）
午前11時～（開場午前10時）
▶出　演=松

ま つ お

尾 共
とものり

哲（指揮・お話）
▶曲目・内容=みんなで歌おう!クリスマ
スソング、赤鼻のトナカイ、サンタが町
にやってくる、ジングルベル、そりすべり、
主よ人の望みの喜びよ、ほか
※開演前にオオサカンユーベルママブ
ラスによるプレコンサート（プレゼント企
画あり）、ロビーでは「ツリーに飾りつけ
しよう!」などみんなで楽しめるイベント
盛りだくさん!
▶場　所=ユーベルホール
▶入場料=大人（中学生以上）1,500円、

子ども（0歳～小学生）500円、おやこ
ペア1,800円
※3歳未満膝上鑑賞無料（座席を利用
される場合はチケットが必要です）
※おやこペア券は前売のみ
▶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

米良美一コンサート
「心の歌～昭和の名曲をうたう」
▶日　時=平成26年2月11日（火・祝）
午後2時～（開場午後1時30分）
▶場　所=ユーベル
ホール
▶入場料=前売り（全
席指定）
一般3,000円、子ども

（中学生以下）1,000円
※当日は各500円増（残券がある場合
のみ）
※未就学児は入場できません
▶出　演=米

め ら

良 美
よしかず

一
▶入場券発売=12月19日（木）
午前10時～
▶発売場所=ユーベルホール
▶電話予約=12月19日（木）午後1時
から開始。ただし、残券がある場合のみ。
▶主　催=豊能町・豊能町教育委員会

　教　養　を　深　め　る
オトナの大学

「住宅の結露を防ぐには」
　結露は単純な物理現象であるにも関
わらず、今なお住宅における問題の一
つになっています。
　本講座では、結露に関する基礎知識
からその予防対策までをやさしく説明し
ます。
▶実施日=12月14日（土）
▶時　間=午後2時～3時30分
▶場　所=図書館集会室
▶講　師=十

と く ら

倉 毅
つよし

（鳥取環境大学名誉
教授・町内在住）
▶定　員=30人（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=12月20日（金）
児童コーナー　午前10時30分（約20
分）
▶中央公民館=12月6日（金）
和室　午前11時15分～（約20分）
▶対　象=1歳未満の乳児と保護者
▶定　員=各10組（電話申込制）
▶申込み・問合せ=図書館

教養を深める

資源とごみの収集日【12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
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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（12/30～1/3）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。
年末年始の（可燃ごみ）臨時回収につきましては、１０ページをご覧ください。
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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=12月6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（電話申込制）
▶申込み・問合せ=図書館

ものがたりのじかん
クリスマス・スペシャル
　12月14日（土）は、「ものがたりのじ
かんクリスマス・スペシャル」として時間
を約１５分延長して実施しますので、お
友達を誘ってぜひお越しください。
▶場　所＝図書館児童コーナー
▶対　象＝１歳～小学生
▶出　演＝とよの絵本の会「とまと」
▶問合せ＝図書館

The.ギャラリー
「東ときわ台書道クラブ作品展」
　小学生からシニア世代まで書道を楽
しく勉強しているサークルの作品展で
す。
▶期　間=12月4日（水）～8日（日）
▶出　展=東ときわ台書道クラブ
▶場　所=図書館集会室

図書館ガラスの大箱
「ミニチュアで作る風景」
　本やパンフレットを見たり、頭で描い
た空想の景色が、不要品（空箱、包装紙、
発砲スチロール、粘土等）を利用して、
再現されています。作品は途中で入替
えます。ミニチュアで作られた素敵な世
界をお楽しみください。
▶期　間=11月30日（土）～平成26
年1月12日（日）
▶出　展=西

にしかわ

川 正
まさかず

一（町内在住）
▶問合せ=図書館

▶日　時=
第1回　12月18日（水）
第2回　平成26年1月15日（水）
いずれも午後1時15分から4時まで
▶内　容=・各科目の実習訓練を見学
・各科目別のガイダンス・科目に関す
る相談コーナー
▶4月入校の科目=ものづくり基盤技
術科・産業ロボットシステム科・組込みシ
ステム科・建築設計科・住宅エネルギー
設備科・住宅リフォーム科（※ワークト
レーニング科を除く）
※来年４月入校の募集については１月に
願書受付を開始する予定です。詳しくは
１２月１日以降に当校または居住地管轄
のハローワークにお問い合わせください。
▶申込み・問合せ=大阪府立北大阪高
等職業技術専門校総務課
☎072-808-2151
枚方市津田山手2-11-40

シニア2年制大学
2期生（平成26年度）受講生募集
　シニア層を対象とした2年制（来年4
月から2年間）大学校です。北摂各地区
で開講しています。
▶内　容=野菜づくりを楽しむ科（定員
40名）ほか4教科
▶場　所=吉川自治会館　ほか
▶費　用=入学金3千円、受講料各年4
万5千円、耕作費用（野菜づくりを楽し
む科）各年5千円
▶申込み・問合せ=
〒563-0104　光風台4-10-17
NPO法人　大阪府北部コミュニティカ
レッジ
☎090-3896-5193（岡

お か だ

田）

Library　　N　e　w　s

図書利用券の更新について
　11月よりすべての利用者を対象とし
た図書利用券の更新手続きを実施して
います。
　まだお済みでない方は、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。
　今回更新されますと、3年後の誕生日
まで有効になります。
　なお、12月より更新されていない方
には、図書の貸し出しができなくなりま
すのでご注意ください。

インフォメーション
「豊能BMファイタ－ズ」
「光風台マミ－ズ」
　平成25年度生涯スポ－ツ優良団体
文部科学大臣表彰受賞
　去る10月11日、東京都千代田区に
おきまして平成25年度生涯学習スポ－
ツ優良団体（スポ－ツクラブ）表彰式が
行われ、本町の豊能BMファイタ－ズ、光
風台マミ－ズが文部科学大臣表彰を受
賞しました。
　両団体とも町民のスポ－ツ振興に長
年貢献したことが評価されました。
　今後も地域活動発展のため益々のご
活躍を期待しています。

劇団カッパ座　公演
▶日　時=12月8日（日）
　　　　　午後1時30分　開演
▶場　所=川西市文化会館大ホ－ル
▶内　容=等身大ぬいぐるみ人形劇

「ももたろう」&「はだかの王様」
▶入場券（前売）=大人1,500円、
子ども（3歳から小学生まで）1,000円
　全席自由
▶後　援＝豊能町教育委員会
▶問合せ=伊丹・川西カッパ友の会事務
局☎（072）775-2440

大阪府立北大阪高等職業技術専
門校・見学会
　来年の4月入校を検討されている方
を対象に見学会を開催します。

インフォメーション

L ibrary News

◎骨髄バンクドナー登録（要申込）
▶日　時＝12月3日、17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＝12月3日、17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＝12月3日、10日、17日（火）午後1時30分～
　　　　　   2時30分（受付）
▶費　用＝HIV/エイズ検査は無料
  （その他は同検査と同時に　受ければ無料）
◎ 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　12月の事業
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