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シートス
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
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
　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下さい
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。
※水泳記録会実施のため、６月１５日
( 日 )　正午～午後６時は使用不可。
▶抽選会のご案内
　６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 (７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（8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｡

カラダを動かす
シートス共用使用の日程
▶利用料＝一般３００円（町外在住５０
０円）、６５歳以上・子ども・障害者
１５０円（町外在住２５０円）
▶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
※道具の貸し出しはありません。
※イベント、大会開催時は中止。
▶申込み＝不要

卓球教室のお知らせ
▶日　時＝７月５日（土）～２６日（土）
　　　　　毎週土曜日　（全４回）
　　　　　午前９時３０分～正午
▶対　象＝小学生以上の方
▶クラス分け＝最初から初級・中級に
分かれて指導します。（中級者は更なる
レベルアップに挑戦！）
▶参加費＝１，５００円（保険代含む）
▶定　員＝５０名（先着順）
▶持ち物＝運動のできる服装・室内シ
ューズ・ラケット (ラケット貸出有 )。
▶申込み＝シートスに備付けの申込書
に必要事項を記入の上、参加費を添え
てお申込み下さい。
▶締切り＝６月１９日（木）
▶主　催＝スポーツセンターシートス・
　　　　　豊能町卓球協会
▶後　援＝豊能町教育委員会

夏休み短期水泳教室のお知らせ　
　今年も５日間連続、集中練習の短期
水泳教室を実施します。
▶日　程＝
Ⅰ期：７月２１日（月）～２５日（金）
Ⅱ期：７月２８日（月）～８月１日（金）
Ⅲ期：８月２５日（月）～２９日（金）
各７時４５分～９時 ( 点呼・体操含む )
▶内容・対象＝
Ⅰ,�Ⅲ期：シートス泳力基準による泳力
　別指導 (４才～小学生 )
Ⅱ期：入門・クロール・背泳ぎ・平泳ぎ・
　�バタフライの泳法別指導 ( 小学生～
中学生 )

▶参加費＝会員３，５００円 ( 税込み）

　　　　　一般４，５００円 ( 税込み）
※2期目以降５００円割引　
▶定　員＝各６０名
▶申込み＝７月１日 ( 火 ) ～

無料でベビースイミング体験ご招
待中
　平成２６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。
※詳しくはシートスまで

AED普通救命講習会のご案内
　AED普通救命講習会をシートス柔道
場にて実施します。
▶日　時＝６月２８日（土）
　　　　　午後１時～午後４時
▶参加費＝無料
▶対　象＝中学生以上
▶定　員＝２０名
　参加ご希望の方はシートス受付にて
お申込下さい。
▶締切り＝6月21日（土）まで

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―
▶場　所＝図書館　児童コーナー　　
▶日　時＝６月２０日（金）　
　　　　午前１０時３０分～（約２０分）
▶場　所＝中央公民館　和室　
▶日　時＝６月６日 ( 金）　
　　　　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＝６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 ( 申込制 )
▶申込み・問合せ＝図書館

教養を深める



▶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～　2014.6　広報とよの　　18

ものがたりのじかん
▶日　時＝毎週土曜日午前１１時～
　　　　　（約30分）
▶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

オトナの大学
『住宅地に埋もれてしまった銅鉱山たち
の物語』（全２回）
　私たちの住んでいる住宅地の地下に
銅鉱山があったということにロマンを感
じませんか。そのロマンを感じて調べ
た仲間がいます。その結果を皆さんに
ご紹介し、ロマンを一緒に感じて欲しい
と思っています。
▶日　時＝
・第１回　６月１４日（土）
　　　　�午後 1時３０分～３時
「銅鉱山はどこにあったのか」
　現在の東ときわ台から光風台、新光
風台に存在した銅鉱山について、ジオ
ラマや地図を使って説明します。
・第２回　６月２８日（土）　
　　　　�午後 1時３０分～３時
「唯ひとつ埋もれずに残った銅鉱山探
検記」
　光風台駅付近にあった銅鉱山の神秘
的な雰囲気が漂う坑道内部の様子を写
真やスケッチを使ってご紹介します。
▶場　所＝図書館集会室
▶講　師＝甲

こう だ

田�廣
ひろゆき

行（町内在住）
▶定　員＝各回４０人（申込制・先着順）
▶申込み・問合せ＝
　　　　図書館カウンターまたは電話
※いずれか１回のみの受講もできます。
※講座で使用するジオラマを図書館「ガ
ラスの大箱」で展示します。
▶展示期間＝
　　��５月３１日 ( 土 ) ～６月２９日 (日 )

『能勢地方の古い唄』
　能勢地方（豊能・能勢）には、寒
天・酒造り作業唄のほか、生活唄、童
唄などの古い唄があります。今では歌
う人がほとんどおらず、このままでは
忘れ去られてしまうのではないでしょう

か。昔を偲び、心に残しておくためにも、
ぜひお聞きください。
▶日　時＝６月２１日（土）　
　　　　　午後1時３０分～３時
▶場　所＝図書館集会室
▶講　師＝栩

とち の

野�勝
か つ や

也
( 町内在住・豊能町郷土史研究会会員）
▶定　員＝４０人（申込制・先着順）
▶申込み・問合せ＝
　　　　図書館カウンターまたは電話

The．ギャラリー
「Cｌｕｂ－カワベ作品展」
　豊能町在住のカワベヒロミ先生のお
宅で楽しく水彩画などを描いているグ
ループのささやかな作品展です。ご高
覧いただけましたら幸いです。
▶日　時＝５月２７日 ( 火 ) 正午～
　　　　　６月８日 (日 )　午後５時
※５月３０日 ( 金 ) 終日、６月５日 ( 木 )
午後は休室します。
▶出　展＝Cｌｕｂ－カワベ
▶場　所＝図書館　集会室

音楽を聴く
ユーベルロビー登録者による
「Afternoon　Jazz　Live」
〜チケット好評発売中！〜
▶日　時＝６月１４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＝「Moment��Jazz��Trio」
　�泉
いずみ

�正
まさひろ

浩 (Bass）、山
やまもと

本�昌
しょう

（ A l t o�
sax）、竹

たけうち

内�正
ま さ し

史（Piano）
▶曲　目＝ L-O-V-E、Take�Five、シ
　ェルプールの雨傘�
▶主　催＝豊能町教育委員会

Library�News
図書利用券は有効期限の更新手
続きが必要です
　昨年１１月から、図書利用券は有効
期限の更新手続きが必要になりました。
まだ手続きがお済みでない図書利用券
はご利用いただけません。ご来館時に

現在お持ちの図書利用券と、運転免許
証等の住所、氏名、生年月日が確認で
きる公的な証明を提示いただき、有効
期限の更新手続きをしてください。手
続き後は３年後の誕生日が有効期限に
なります。なお、図書利用券を最後に
お使いになってから５年以上利用がな
い方の登録データは１１月１日（土）以
降順次抹消させていただきます。
登録を抹消後、再度ご利用になる場合
は図書利用券を改めて発行しますので
お申し出ください。

インフォメーション
とよの・子どもと楽しむ落語の世界
　テレビやラジオでおなじみの桂

かつら

�吉
きちや

弥さ
んが、昨年に引き続き、大
人から子どもまで家族みん
なで楽しめる落語の世界へ
ご案内します。
▶日　時＝７月１２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 ( 自由席 )＝大人 2,000
円、子ども 800 円（中学生以下）、
ファミリー（大人 1 名・子ども 1 名）
2,500 円�
※未就学児の入場はご遠慮ください
▶出　演＝桂�吉

きち や

弥、桂�二
にじょう

乗、桂�弥
や た

太
郎
ろう

（桂米朝一門）、K
こ は る

OHARU 亭
てい

けい
じろう( 数々のアマチュア演芸コンクー
ルで優勝している名古屋の落語大好き
小学生 )
▶入場券発売＝６月２日 ( 月 )
　　　　　　　午前１０時～
▶発売場所＝ユーベルホール
▶主　催＝豊能町教育委員会
▶制作協力＝㈱米朝事務所
▶協　力＝とよの活性化集団「もっと
　　　　　文化を！」

ガ－デニング講座の案内
　花や緑に、触れる楽しみ、育てる楽
しみを実感する講座です。
▶日　時＝６月１８日 ( 水 )
　　　　　午前１０時～正午
▶場　所＝西公民館中会議室
▶対　象＝ガーデニングに興味のある

インフォメーション

L ibrary�News

音楽を聴く
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　　　　　方はどなたでも
▶テ－マ＝苔玉づくりの実習
▶講　師＝高

たか の

野�光
こういち

一
(まちの緑花ボランティアリーダー )
▶参加費＝１，８００円 ( 材料費含む )
　　　　　当日徴収　　　
▶定　員＝２０名
▶後　援＝豊能町教育委員会
▶今後の予定＝
９月１１日 ( 木 ) 秋の草花の種まき
１０月９日 (木 ) 秋の草花の苗のポット上げ
１２月１５日 ( 月 ) 迎春の寄せ植え
１月１８日 (日 ) つるあみに挑戦
２月１６日 ( 月 ) ひなまつりのためのフ
ラワーアレンジメント
▶申込み・問合せ＝特定非営利活動法
人�愛

いつかかい

花会　�光風台６-１０-９　�
☎・FAX７３８-１０４７(高

たか の

野)

第２０回豊能町ソフトバレーボー
ル大会
▶日　時＝７月２０日 (日 )�
　　　　午前９時１０分～（受付・抽選）
　　　　午前９時５０分～（試合開始）
▶場　所＝シートス（アリーナ）
▶対　象＝町内在住・在勤者
（小学4年生以上で４人1チーム）
▶部　門＝一般の部、ファミリーの部
▶参加費＝３００円
▶締切り＝７月５日（土）
▶主　催＝豊能町バレーボール協会
▶申込み・問合せ＝☎７３８‐５３３２　
　　　　　　　　　（生

おい じ

地）

テニススクールの案内
　６月から下記のとおりテニススクール
を行います。
▶日　時＝６月８日 (日 ) ～７月２７日
　　　　(日 ) 午前１０時～１１時３０分
　　　　（計４回　雨天順延）
▶場　所＝希望ヶ丘テニスコ－ト
▶服　装＝運動のできる服装・テニス
　　　　　シューズ
▶持ち物＝飲み物・タオル・ラケット
　　　　　(ラケット貸出有 )
▶参加費＝２，０００円 (ボール代含む )、
　　　　　当日徴収
▶主　催＝希望ケ丘テニス同好会
▶問合せ＝☎７３９-１３２０( 犬

いぬぶし

伏）　

　　　　　　　　　　( 午後７時以降 )

正
ま さ き そ の え

木園栄先生の師事するやさか
俳句の会会員募集
　定員20名につき数名募集しています
▶日　時＝毎月第１月曜日
　　　　　午後１時～５時
▶場　所＝西公民館
▶問合せ＝☎７３８‐４１９３（西

にしかわ

川）
　　　　　☎７３８‐４５９１（濱

はまなか

中）

20年 1000回を迎えました！
水曜ジョイフルウォーク
　平成６年１月１９日を第 1回として今
月６月１８日で１０００回目を迎えること
ができました。皆様の御支援に、御礼
申し上げます
　私たちは平成５年秋、保健センター
主催の「高脂血症予防教室」で“歩く
のが健康に一番”ということから、保健
センターの薦めもあり「水曜ジョイフル
ウォーク」として活動を始めました。
　現在２０３名の会員がおり、毎週水曜
日午前１０時に保健福祉センター前に
集合し、ラジオ体操をしてから、オオタ
カ組と、トンボ組の２組に分かれて約２
時間のウォーキングを楽しんでいます。
また年２回「春の遠足」「秋の遠足」
と称して一日を掛けて遠出をします。
▶日　時＝毎週水曜午前１０時
▶参加費＝入会費２００円
　　　　　年会費１００円
▶問合せ＝☎・FAX７３８-０１６８（柴

しば

）

ウエルネスウォーキング〜１日1
万歩運動〜トレッキング教室『ハ
チ高原・鉢伏山を歩く』
　様々なアウトドアスポットとして有名
なハチ高原を山麓に抱える鉢伏山
～初夏の緑鮮やかな草原が広がり、氷
ノ山をはじめ周囲の山々を眺めながら
さわやかな稜線歩きを楽しもう～
▶日　時＝６月２１日（土）
　　　　　午前７時　西公民館集合�
　　　　　午後６時頃　帰着予定
▶行き先＝鉢伏山 ( 兵庫県養父市 )�歩
　　行距離約８km、歩行時間約４時間
▶対　象=小学生以上の町内在住・在
　　　　勤者（小学生は保護者同伴）
▶持ち物＝お弁当、飲み物、タオル等
　　　　　※山登りに適した靴
▶定　員 =４０名（定員超えの場合は
　　　　　抽選）
▶参加費=２，５００円
　　　　　（小学生は１，５００円）
▶主　催=豊能町スポーツ推進委員　
　　　　　�会・豊能町教育委員会
▶申込み＝住所、氏名、年齢、性別、
保護者名、連絡先を記入し、はがき、
FAX( 送信後、確認の電話必要 )また
は西公民館窓口でお申し込みください。
１組４名様まで。( 抽選は組単位）
▶送付先＝〒５６３-０１０４　
豊能町光風台５-１-２( 西公民館内）
　　　　　☎７３８-４６２８
　　　　　FAX７３８-３８５９
▶締切り=６月１１日（水）必着
▶問合せ=生涯学習課

資源とごみの収集日【6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

18 19 17 20 16

18 19 17 20 19

25 26 24 27 26

4 5
18

11
25 19

12
26

3
17

10
24

6
20

13
27

2
16

9
23

11 25 4 18 25

11 12 10 13 12

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。

資源とごみの収集日【6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

18 19 17 20 16

18 19 17 20 19

25 26 24 27 26

4 5
18

11
25 19

12
26

3
17

10
24

6
20

13
27

2
16

9
23

11 25 4 18 25

11 12 10 13 12

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。

資源とごみの収集日【6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

18 19 17 20 16

18 19 17 20 19

25 26 24 27 26

4 5
18

11
25 19

12
26

3
17
10
24

6
20
13
27

2
16

9
23

11 25 4 18 25

11 12 10 13 12

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。


