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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
室会員を随時募集しています。
　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、Hip Hop など
◎新プログラムのご紹介

「ルーシーダットン」
　美と健康の国「タイ」から伝わる最
強の健康法。独特の呼吸法で心と体を
リフレッシュします。ヨガとも近くタイ
式ヨガとも言われます。

「バレエストレッチ」
　呼吸を意識しながらのストレッチは血
行を促します。バレエで使う筋肉を刺
激し、姿勢や全身のバランスを整えて
いきます。

（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
◎新プログラムのご紹介

「エンジョイスイム」
　水泳のレッスンと共に様々な水中運
動を組み込んだプログラムです。初め
ての方も上級者も楽しく泳げます。
▶子ども向け教室

（体操教室）
　ストリートダンス、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。
※各トレーニングマシンは正しい使い方
でご利用ください
プール
▶利用料＝一般６００円、６５歳以上・
障害者３００円

カラダを動かす
※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
　５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（６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（７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。
※詳しくはシートスまで

シートス育成選手 ( 東能勢中学校
卒業 )　古賀千尋さん　大健闘！！
　平成 26 年 3 月 27 日～ 30 日に東
京辰巳国際水泳場で行われた、第 36
回全国 JOC ジュニアオリンピックカッ
プ春季水泳競技大会、女子平泳ぎ 15
～ 16 歳の部において自己ベストを 1

秒６更新し、3位入賞を果たされました。
詳細は以下のとおりです。

50m 予選　32秒29(9位)
100m 予選　1分08秒67(3位)
100m 決勝　1分08秒32(3位入賞)
200m 予選　2 分 29 秒 20(15 位 )

音　楽　を　聴　く
ユーベルロビー登録者による
～ユーベルロビー歌声広場～

「童謡・唱歌・なつかしい歌」
200 曲からリクエスト♪
～チケット好評発売中！～
▶日　時＝５月１０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）
▶進行、ピアノ伴奏＝ 堤

つつみ

 純
じゅんこ

子（童な
つの会主宰）
▶曲　目＝（前半）こいのぼり、おか
あさん、茶摘み、ほか

（後半）みなさまからのリクエストにお
答えし、一緒に歌いましょう！
▶主　催＝豊能町教育委員会

「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＝６月２３日（月）、２６日

（木）、２７日（金）、２９日（日）、３０
日（月）
▶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
　ただし、２３日（月）は③、④区分
のみ
▶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＝１，０００円（先着順）
▶申込み期間＝５月８日（木）～１５日（木）
▶申込み（電話のみ）＝ユーベルホー

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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ル（詳細はホームページをご覧くださ
い）

教　養　を　深　め　る
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＝５月１６日（金）
児童コーナー　午前１０時３０分～（約
２０分）
▶中央公民館＝５月２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＝５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（申込制）
▶申込み・問合せ＝図書館

ものがたりのじかん
▶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
　第２、第 4 週はとよの絵本の会　「と
まと」によるおはなし会です。
▶問合せ＝図書館

図書館ガラスの大箱
「ハンドメイドのお人形たち」
▶期　間＝４月２６日（土）～５月２９日

（木）まで
▶出　展＝東

とうかい

海 悦
え つ よ

代（町内在住）
▶問合せ＝図書館

Library  N e w s
町立図書館はご無沙汰という方へ
利用券の有効期限更新が必要です
　昨年１０月末で登録者の皆さんの利
用券が有効期限切れになっています。
貸出・予約とも出来なくなっていますの
で、ご来館時に運転免許証・保険証等

の公的な証明をご提示いただき、更新
手続きをお願いします。今後は３年後
の誕生日が利用券の有効期限となりま
す。

カラ―コピーがご利用できます
　4 月よりカラ―の複写サービスを 1
枚５０円で利用できます。
　図書館資料のみ、著作権法の範囲内
で複写ができます。所定の申込用紙に
記入の上、ご利用ください。

インフォメーション
臨時休館のお知らせ
▶中央公民館＝５月３日（土・祝）～６
日（火）
▶西公民館＝４月２９日（火・祝）
５月３日（土・祝）～６日（火・祝）
▶ユ－ベルホ－ル＝５月６日（火・祝）
～７日（水）

≪ふれあいピンポン≫
豊能町卓球フェスティバル
▶日　時＝６月８日（日）
1 部 :（お楽しみゲーム）午前９時３０
分～正午まで
２部 :（ダブルス大会）午後１時～午後
４時頃まで

▶場　所＝シ－トス
▶対　象＝町内在住、在学、在勤およ
び町内卓球クラブ在籍者
▶参加費＝無料、事前申し込み不要　
当日シ－トスへ
▶内　容＝
1 部（お楽しみゲーム）
　ピンポンを通して「ふれあい」の輪
を広げましょう。おもしろ卓球、ピンポ
ン玉を使用した楽しいゲ－ムがいっぱ
い。ゲ－ムでゲットしたポイントにより、
商品も！
　小さなお子様もたのしめます。ご家
族・ご近所お誘いあわせの上、お気軽
にご参加ください。
２部（ダブルス大会）
 オール抽選によるダブルス大会
　毎試合ごとに抽選にてパートナーを
決定します。お一人でも参加可、初心
者の方も歓迎します。
▶持ち物＝体育館シュ－ズ、ラケット、
運動可能な服装
※当日ラケットの貸出し有り
▶主　催＝豊能町卓球協会
▶後　援＝豊能町教育委員会
▶問合せ　
東地区　☎ 739-1517（山

やまざき

崎）
西地区　☎ 738-3552（河

か わ の

野）

教養を深める

資源とごみの収集日【5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
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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。

インフォメーション

L ibrary News
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野外活動　体験参加者募集
　ボーイスカウト、ガールスカウトと一
緒に遊びましょう！ミニハイキング・燻製・
クラフト、一般参加者募集します。
※とよのんも遊びにきます！！
▶日　時＝ 5 月 11 日（日）午前 10
時～午後 2 時 30 分
▶集　合＝箕面森町とどろみの森クラブ
▶対　象＝年長～小学 3 年生（保護
者同伴）
▶内　容＝ポイントハイキング、クラフ
ト、ダンボールを使って燻製
▶持ち物＝水筒、食器、タオル、軍手、
帽子
▶申込み＝参加費一人 100 円、５月
7 日（水）までに電話か FAX
▶問合せ＝
ボーイスカウト豊能第２団
☎ 738-3824（紀

き い

井）
ガールスカウト大阪府第１３７団　
☎ 738-1790（北

きたむら

村）

テニスを楽しみたい方大募集
＝会員募集　豊能テニスクラブ＝
　ウイ－クデイにテニスを楽しみたい
方、初心者を募集しています。「ふれ
あい広場テニスコ－ト」で一緒に楽しみ
ませんか。
　豊能テニスクラブは、１９７５年に産
声をあげた創部４０年目の歴史のある
老舗テニスクラブです。
▶活動日＝毎週　水曜日　午後１時～３時
▶場　所＝ふれあい広場　テニスコ－ト
▶内　容＝初心者向け練習、テニス経
験者の練習を豊能テニスクラブの部員
がお手伝いします。
▶会　費＝４，０００円／年（入会金なし）
▶申込み＝☎７３８-２６２２（橋

はしもと

本）

女声合唱団「クリトメリア第８回
演奏会」
▶日　時＝５月３１日（土）午後４時～
５時３０分（開場　３時３０分）
▶場　所＝川西市みつなかホール

▶入場料＝１，５００円
▶ 曲　 目 ＝ 女 声 合 唱 と ピ ア ノ の
た め の「 花 の か ず 」、 花 は 咲 く、
StandAlone、いのちの歌　ほか
どなたでもお気軽にお越しください。
▶問合せ＝☎７３９-１９４５（苅

か ん だ

田）
団員募集中 !!

あなたの家庭を必要とする子どもがい
ます～地域里親シンポジウム＆相談会
　養子里親による体験発表と講演「児
童養護施設と里親のパートナーシップ
による子育て支援」、および里親制度
に関する個別相談会。参加費無料。申
込み不要（保育が必要な場合のみ要事
前申込み）
▶日　時＝５月２４日（土）午前 10 時
～正午
▶場　所＝豊中ルシオーレホール（阪
急「蛍池」駅徒歩１分）
▶問合せ＝大阪府池田子ども家庭セン
ター　☎ 751-2858

日　時 テーマ（予定） 講　師 場　所

1 5月23日（金）　午後1時～ ・開講式
・「みんなで楽しく歌おう！」 アルファー音楽クラブ 西公民館

2 6月27日（金）　午後1時30分～ 「第3回みんなで楽しくフロア
カーリング大会」

スポーツ推進委員の
皆さん シートス

3 7月25日（金）　午後1時30分～ 「ガーデニングの楽しみ方
教えます！」

特定非営利活動法人
「愛花会」の皆さん 西公民館

4 9月26日（金） ※出発時刻は未定 「社会見学」（観光バス利用） 鳥取方面
～～砂丘と山陰の松島クルージング～～

5 10月24日（金）　午後1時30分～ 「高齢者を狙う甘い言葉！！」寸劇あり 大阪府警察署の皆さん 西公民館

6 11月28日（金）　午後1時30分～ 10周年記念公演演劇鑑賞
「桜の花の散る下で」

劇団「すずしろ」の
皆さん ユーベルホール

7 2月27日（金）　午後1時30分～ 「イキイキと暮らすために」
～～食　編～～

園田学園女子大学の
先生 西公民館

8 3月27日（金）　午後1時30分～ 「演芸を楽しもう！！」 未　定 西公民館

平成２６年度「ウグイス大学」講座受講者募集！
　今年もまた、ウグイス大学受講生として、" イキイキと暮らすために " をモットーに、素晴らしい人生を体験してみません
か。皆さんのご参加をお待ちしています。

▶対　象 = 町内在住の 60 歳以上の方
▶年会費 =2,000 円（資料代等含む）
▶申込み =5 月 23 日（金）午後 1 時より、随時、年会費を持参して、西公民館へお越しください。
　　　　　（※電話、ファックス、E メール、郵便等での受付はしません）
▶その他 = 第 4 回目の社会見学は、別途参加費（約 5,000 円）が必要です。
     　　　  内容等に変更が生じる場合がありますので、ご了承ください。
▶主催 ･ 問合せ = ウグイス大学運営委員会 / < 事務局 > 生涯学習課（西公民館内）
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