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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。
▶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
　エアロバイク、ランニングマシン、ウ
ェイトトレ－ニングマシンなど充実した
設備でのもと、初心者の方でも安心し
て健康管理・シェイプアップ・筋力トレ
－ニングが楽しめます。（初回指導あり）
▶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
　一般プ－ル (25m×6コ－ス、水
深 1.10 ～ 1.30m)�、幼・小児用プ
－ル ( 水 深 0.40 ～ 0.45m、 水 深
0.56m)、ワ－ルプ－ル (ジャグジ－)
があり、ウォーキングや遊泳コース等
が常設されています。
▶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。

カラダを動かす
抽選会のご案内
　３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 (４月分 )　
午前１０時～　抽選
※２時間＝単位の予約となります｡
▶アリーナ・第２体育場（５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

無料でベビースイミング体験ご招
待中
　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

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。運行時刻、巡回コース等の詳細は、
シートスまでお気軽にお問い合わせく
ださい。

春休み短期水泳教室
～春休みに集中特訓～
▶期　間＝３月２５日（火）～２９日（土）
▶時　間＝午前７時４５分～８時５５分
▶対　象＝４才～小学生
▶内　容＝入門・クロール・背泳ぎ・平
泳ぎ・バタフライの 5グループの中か
ら1種目を選択する泳法別短期水泳教
室。※平泳ぎ・バタフライを選択の場合、
クロールか背泳ぎで25M以上の泳力
が必要となります。
▶参加費＝一般　4,500 円　スクー
ル会員　3,500 円
▶定　員＝60名

沿道でのご声援を！　第６回箕面
森町妙見山麓マラソン大会
～みんなで大会を盛り上げよう！～
▶日　時＝３月９日（日）
　午前１０時スタート
▶コース＝とどろみの森学園（スター
ト）�～�東ときわ台小学校（ゴール）
　大阪一しんどいマラソンに町内外か
ら約１，3００人のランナーが早春の妙見
山麓を走ります。皆さまの温かいご声援
をよろしくお願いします。
　また、ゴール会場の東ときわ台小学
校では、豊能町観光協会をはじめとす
る多数の模擬店もありますので、ぜひ
会場へも足をお運びください。

＝交通規制ご協力のお願い＝
マラソン大会当日、３月９日（日）午
前９時２０分～午後０時３０分の間、コ
ース周辺において交通規制を実施し
ます。皆さまのご理解・ご協力をお願
いします。

▶問合せ＝箕面森町妙見山麓マラソン
大会実行委員会事務局（生涯学習課）
　　　　　　　　　　☎７３８-４６２８



▶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

「ブルー・ハーモニックス　クラシ
ックギターコンサート」
～ギターは小さなオーケストラ～
～チケット好評発売中！～
▶日　時＝３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＝ブルー・ハーモニックス
指　揮：石

いし だ

田�俊
しゅんじ

爾
ゲスト：鶴

つるまる

丸�将
しょうた

太（ウクレレソロ）
▶曲　目＝太陽がいっぱい、Believe、
涙のトッカータ　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＝３月２３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＝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＝映画「スターウォーズ」より、
アニメヒーロー大集合、嵐ベストヒッツ、
連続テレビ小説「ごちそうさん」より、
大河ドラマ「軍師官兵衛」より、女流
演歌メドレー　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

教　養　を　深　め　る
オトナの大学

「温泉のはなし」（全３回）
　佐藤さんが日本各地の温泉開発に関
与して４０年。その数が２００本を超え
ます。
　地質学・温泉のプロから、温泉の出
る地質や湧出場所の探し方、また日本
各地のいい温泉の入り方などを学べる
講座です。
▶実施日＝第１回　３月７日（金）
「温泉掘り屋の温泉の話」
第２回　４月４日（金）
「温泉学入門―温泉と地質の関係」

第３回　５月２日（金）
「日本温泉めぐりの旅―いい温泉とそ
の上手な入り方―」
▶時　間＝午後1時３０分～３時
▶場　所 =図書館集会室
▶講　師 =佐

さと う

藤�光
み つ お

男（町内在住）　
▶定　員 =４０人（事前申込制・先着順）
▶申込み・問合せ =図書館
※いずれか１回のみの受講もできます。

「郷土の誇り　高山右近」
　好評につき、追加開催します。
▶日　時＝3月14日（金）
　午後1時 30分～3時
▶場　所＝図書館集会室
▶講　師＝小

こで ら

寺�忠
た だ お

夫（町内在住）
▶定　員＝40人（事前申込制・先着順）
▶申込み・問合せ＝図書館

おてがる散歩―春をさがしに―
親子でのんびり歩きながら、春をさが
しに出かけてみませんか？
　自然観察を楽しみながら羽倉さんの
おすすめコースをお散歩します。
▶日　時＝３月２７日（木）
午前１０時～正午　※雨天中止
▶集　合＝午前１０時　図書館入口前
▶お散歩コース＝東ときわ台方面（所
要時間約1時間３０分）

▶定　員＝15人（申込制・先着順）
▶講　師＝羽

はく ら

倉�のり子（町内在住）
▶申込み・問合せ＝図書館

図書館ガラスの大箱
おてがる散歩道展
―春をさがしに―
　散歩の途中で出会った野の花のスケ
ッチを展示します。
▶期　間＝3月２７日（木）まで
▶出　展＝羽

はく ら

倉�のり子（町内在住）
▶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＝３月２１日（金・祝）
児童コーナー　午前１０時３０分
▶中央公民館＝３月７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（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＝３月７日（金）
午前１０時３０分～（約３０分）
▶場　所＝図書館　児童コーナー　

教養を深める

音楽を聴く

資源とごみの収集日【3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・古布類等）

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

食用廃油

可燃ごみ

不燃ごみ
有害ごみ

粗大ごみ
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毎週 火・金 毎週 火・金 毎週 月・木 毎週 月・木 毎週 火・金

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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▶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

「大人も楽しめる絵本　親子で楽
しむ絵本」
絵本作家　宮

みやにし

西達
た つ や

也さん講演会
▶日　時＝３月２９日（土）
　　　　午後１時３０分～３時３０分
▶場　所＝西公民館　中会議室
▶対　象＝絵本に興味のある方
▶参加費＝無料
▶申込み＝直接会場にお越しください。
当日定員を超えた場合お断りすること
があります。
▶問合せ＝教育支援課
☎７３９-３４２７

絵本作家　宮西達也展
　３月２９日（土）西公民館で開催され
る講演会にあわせて、絵本作家宮西達
也の絵本を展示します。
▶期　間＝３月１日（土）～３月３０日（日）
▶場　所＝図書館玄関ロビー

リユースフェアのお知らせ
　図書館での役割りを終えた本と雑誌
について、有効利用を図ることを目的
に無償でお譲りします。事前の申し込
みは不要です。ぜひご利用ください。
　なお、資料がなくなり次第終了しま
すので、あらかじめご了承ください。
▶期　間＝３月２１日（金・祝）午後１

▶問合せ＝北摂こども文化協会
　　　　　　☎072-761-9245

いっしょに楽しく歌いませんか！　
☆ドレミの会☆
▶日　時＝３月１２日 ( 水 )
午前１０時３０分～１１時３０分
▶場　所＝西公民館　大会議室
▶曲　目＝春の小川、赤い花白い花、
花のまわりで、花は咲く、翼をくださ
い
▶問合せ＝☎７３６-２３８９（小

こだ ま

玉）
　　　　　☎７３８-１３２２（清

しみ ず

水）

着物着付け愛好会会員募集
▶日　時＝毎月第２、第４木曜日
　　　　　午前１０時～正午
▶場　所＝西公民館　和室
▶内　容＝着物着付け（流行の着物美
人に）
▶対象者＝初心者から習得者まで
▶募集人員＝若干名（先着順）
▶参加費＝無料（ただし、部屋使用料
等実費負担あり）
▶問合せ＝
第２木曜日☎７３８－６２９７（大

おおなか

仲）
　　　　　☎７３８－３２６２（杉

すぎもと

本）

第４木曜日☎７９４-９３０３（高
たか だ

田）
　　　　　☎７３８-６００８（橋

はしもと

本）

時～３月２６日（水）午後５時まで
▶場　所＝図書館集会室
▶対　象＝図書利用券をお持ちの方、
または豊能町にお住まいの方
※�図書利用券は即日発行できますが、
利用券をお持ちでない方も、住所がわ
かるものをご提示いただければ結構で
す。
※広域利用券をお持ちの方（緑色の利
用券）はご利用いただけません。

インフォメーション
第１３回北摂太鼓集団フェスティバル

「音魂－ Sunrise-」
　北摂太鼓集団フェスティバルは13
年目になります。今回はジャズバンドと
のコラボが実現。「シング・シング・シ
ング」を和太鼓と金管楽器の演奏でお
聞きください。
▶日　時＝3月16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( 全席自由 )
一般 ( 高校生以上 )1,500 円、子ども
(3 才以上中学校以下 )1,000 円
※当日は各500円増
▶出　演＝太鼓集団童夢、太鼓塾一輝、
篠笛の会篠音、太鼓組爽風、わらべっ
こ、締組、ゲスト :アクアジャズオーケ
ストラ
▶主　催＝北摂こども文化協会
▶共　催＝豊能町教育委員会

インフォメーション

特殊切手「消防団120年」が豊能町消防団に贈呈されました
　1月12日に、豊能町管内4名の郵便局長
が消防署東出張所を訪問され、「豊能町消防
団のこれまでの功績に感謝するとともに、今
後ますますの発展を祈念します」との思いを
込め、特殊切手「消防団120年」の切手シー
トを、豊能町消防団に贈呈されました。

　この切手は、1894年（明治27年）に全国に消防組（消防団の前身）
が発足して120年を迎えることと、昨年11月25日の「消防団120年・
自治体消防65周年記念大会」に合わせて日本郵便（株）により発行さ
れたもので、絵師・豊原国周の錦絵をデザインしたものです。
　贈呈された東浦消防団長は、「豊能町消防団の伝
統を受け継ぎ、今後も住民の生命・身体・財産を
守る」という決意を新たにしました。
▶問合せ =消防署東出張所　☎739-1899

（公財）大阪府消防協会会長賞入賞
　広報とよの平成25年 12月号に掲載され
た優良防火作品のうち、大阪府に応募した5
作品の中から1作品が公益財団法人�大阪府消
防協会会長賞に入賞いたしました。
　入賞者については、1月
28 日に大阪府立男女共同
参画・青少年センター（ドー
ンセンター）で開催された
平成 25年度大阪府防火ク
ラブ大会において表彰を授
与されました。
▶問合せ =消防署東出張所�
☎ 739-1899

東能勢中学校�１年

坂
さかもと

本�奏
かな た

太
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