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休館日：４月２日（月）・16日（月）
　　　　４月３日（火）は図書整理日です

文化会館（コスモホール）
ふれあい交流館

図書館
休館日：４月２日（月）・16日（月）

http://www.inami-bunkanomori.jp
info@inami-bunkanomori.jp

と　　き　４月22日（日）9：30～14：30
 　　※小雨決行・雨天中止（順延なし）
と こ ろ　加古郡リサイクルプラザ（播磨町新島60）
イベント　ダンスやリサイクル体験教室など楽しいイ

ベントがいっぱい！
　　　　　軽食コーナーや古本の販売、ビンゴ大会な

どを準備しています。

※詳しくは広報４月号の折り込みチラシを
ご覧ください。
※景品付きスタンプラリーがありますので、
当日はチラシをお持ちください。

そ の 他　会場には駐車場はわずかしかありません。
ご来場には播磨町役場前からのシャトルバ
スをご利用ください。
※9：15から約30分ごとに運行予定です。

加古郡リサイクルプラザ イベント情報加古郡リサイクルプラザ イベント情報加古郡リサイクルプラザ イベント情報
申込・問合先　☎437-7671（9：00～16：00）

播磨町新島60番地

「エコニコ祭り＆第24回加古ちゃんのフリーマーケット」を開催します

と　　き　４月14日（土）・15日（日）　9：30～、
10：50～、13：30～、14：50～（各70分間）

参 加 費　１組500円（制作個数２個）
　　　　　※郡外在住の方は１組600円

定　　員　各回２組４人ずつ
　　　　　（お１人でも参加できます）
対　　象　小学４年生以上の方
※作品は後日の引渡しとなります。

ガラスのリメイク教室

稲美町立健康づくり施設「いなみアクアプラザ」

①『幼児水泳教室無料体験』①『幼児水泳教室無料体験』①『幼児水泳教室無料体験』
　幼児水泳教室の無料体験を実施しています。
　スイミングスクールに通わせるか迷われている人、子
どもが 1 人でプールに入れるか不安な人など、この機会
に、ぜひ参加しませんか。
　保護者はプールサイドから教室の様子を見学できます。
と　　き ７月末までの毎週日曜日
 ９：30～10：00（４月29日、６月３日、７月

22日は実施しません）
内　　容 水なれから、バタ足までそれぞれのレベルに

合わせたレッスン
と こ ろ　「いなみアクアプラザ」内のプール
対　　象 ３歳児から小学校就学前
 ※オムツが外れていて、トイレの意思表示がで

きる子どもに限る
定　　員　５人（期間内１人１回のみ）
料　　金　無料
申込方法　いなみアクアプラザ内で受付中（電話予約可）

②『親子クラス（ベビースイミング）教室の特典のお知らせ』②『親子クラス（ベビースイミング）教室の特典のお知らせ』②『親子クラス（ベビースイミング）教室の特典のお知らせ』
　毎週水曜日 11：10 から開催している『親子クラス』
の特典のお知らせです。
　親子クラスの在籍中の赤ちゃんに同伴の家族は、
いつでもプールに無料で入ることができます。
　休日など家族みんなでプールにお越しください。
　同居の家族以外でも利用できます。

③『フィットネス　２週間体験』③『フィットネス　２週間体験』③『フィットネス　２週間体験』
　フィットネスの平日夜、土日体験です。
　入会を迷われている人は、２週間体験コースで試して
みませんか。プールやトレーニングルームの他に、ヨガ
やエアロビクスなどのスタジオプログラムも参加できま
す。ぜひこの機会に体験してください。
期　　間　４月1日（日）～30日（月・振休）の
 うち２週間　
時　　間 平日　18：00～22：00
 土、日　営業時間内（終日）
内　　容　①トレーニングルームフリー使用可　②スタジ

オプログラム参加可 ③体組成計使用可　④プ
ールフリー遊泳可

と こ ろ いなみアクアプラザ
対　　象 16歳以上の運動が行える健康状態にある人で

未入会の人
 ※体験コースとしての利用は２週間のみです。
 ※18歳未満は保護者の同意が必要です。
定　　員　なし
料　　金 2,000円（２週間）
申込方法 いなみアクアプラザ内で受付中（電話申込不可）
 ※初回講習会を受けていない人は、講習会を受講し

てから利用できます。

問 合 先　いなみアクアプラザ（毎週火曜日：休館日）
 ☎ 496-5851

♪あなたの余暇を活かしてみませんか
　　　　　　　コスモホールで輝いてみませんか♪

コスモホールのボランティアスタッフを
募集しています

コスモホールのボランティアスタッフを
募集しています

コスモホールのボランティアスタッフを
募集しています

と　き　４月28日（土）
　　　　開演15：00（開場14：15）
ところ　コスモホール
出演者　ソプラノ：並河寿美　テノール：松本薫平
　　　　バリトン：井原秀人　ピ ア ノ：藤江圭子
FM放送及びBSプレミアムで放送予定
【観覧申込方法】
　往復ハガキで申込み（４月９日必着）詳しくは、ホーム
ページまたは、コスモホール事務所へお問合せください。

関西が誇るトップクラスのオペラ歌手３人による
ジョイントコンサート

ＮＨＫ全国放送公開番組収録

『ベスト オブ クラシック』

いなみ文化の森20周年記念事業

◎対象：18歳以上（高校生不可）
◎未経験者大歓迎（研修あり）
◎ユニホーム貸与有
♪コスモホールオペレータークラブ
　コスモホールのイベントで、舞台・照明・音響などの
作業をサポートしていただきます。

♪コスモレディサークル
　コスモホールのイベントで、アナウンス・会場案内な
どをしていただきます。

※町内在住在勤は問いません。

入場無料入場無料

★第１水曜日の夜7時から夢コンサートでひとときを★

4/11 水 Seele（ゼーレ）
コスモシンフォニックウィンズ

vol.190

兵庫稲美少年少女合唱団
コスモシンフォニックウィンズ

5/9 水 vol.191

COSMO　夢コンサートCOSMO　夢コンサートCOSMO　夢コンサートCOSMO　夢コンサートCOSMO　夢コンサート
開演19：00（開場18：30）

　コスモホールでは、毎月第1水曜日を開放して、各地域で活躍され
ている演奏家の皆様に発表の場を提供しています。
　あなたも、コスモホールの舞台で輝いてみませんか。
　なお登録料は年間15,000円です。

夢コンサート登録団体募集

なみかわ ひさみ

ひでと

くんぺい

けいこ

※４月、５月は第２水曜日に開催します。

図書館情報図書館情報図書館情報
新しく入った本

請求記号

さんすううちゅうじんあらわる！ 高畠　那生／絵 E  タ
ようちえんいやや 長谷川　義史／作･絵 E  ハ

請求記号

図解東京スカイツリーのしくみ ＮＨＫ出版／編 J  52  ズ
給食室の日曜日 村上　しいこ／作 J 91 ムラ

請求記号

おはなし会

一般書

児童書

絵本

10年後に食える仕事食えない仕事 渡邉　正裕／著 366  ワ
最高にステキな〈間取り〉の図鑑 ザ・ハウス／編著 527  サ
イラスト基本からわかる土と肥料の作り方・使い方 後藤　逸男／監修 626  イ
お国柄ことばの辞典 加藤　迪男／編  818  オ
道化師の蝶 円城　塔／著 Ｆ エン

※詳しくは図書館まで
　お問い合わせください。

くわ

と あ

としょかん

＊おりっこの会＊
　 4 月28日（土） 11：00～12：00 （図書館おはなし室）
　対象：小学校低学年まで
　人数：10人程度　※おりがみは用意しています。

おりがみ教室

＊としょかんえほん会＊
　 4 月 7 日（土） 11：00～ （図書館おはなし室）
＊としょかんえほん会＋＊
　 4 月14日（土） 11：00～ （図書館おはなし室）
＊スプーンおばさん＊
　 4 月21日（土） 14：30～ （図書館おはなし室）
＊としょかんよちよちえほん会＊
　 4 月24日（火） 11：00～ （図書館おはなし室）

へんちょさいこう どま かんず

どう け し ちょう えんじょう とう ちょ

へんくにがら てんじ おみちとうか

かんしゅうひりょうほん つちき かたつく かたつか ご とう いつ お

とうきょうず かい しゅっぱん へん

さくようにちきゅうしょくしつ び むらかみ

えな　おたかばたけ

さく えよしふみはせがわ

ちょわたなべ まさひろくしごとくねんご しごと

　ふれあい交流館では、各種教室・講
座の講師登録をしていただける方を随
時募集しています。
　今までに培った知識・技術を活かし
てみませんか？

講師登録募集のお知らせ

春を飾る山野草が、皆さんをお待ちしています。

と　き　５月５日（土・祝）・６日（日）
　　　　9：00～17：00（６日（日）は16：00まで）
ところ　ふれあい交流館　研修室・ギャラリー
主　催　NPO法人いなみ文化振興協会
主　管　＜ふれあい交流館サークル＞
　　　　　　いなみ野山野草の会　　

と　き　４月６日（金）～22日（日）
　　　　9：00～17：00
ところ　ふれあい交流館　ギャラリー1

ふれあい体験教室写真展

平成24年度
ふれあい交流館行事予定（前期）

平成24年度
ふれあい交流館行事予定（前期）

※行事の詳細は、順次広報に掲載します。

行　　　事 日　　　　程

いなみ野山野草展（春）

さつき盆栽展

七夕展

平和展

平和コンサート

観月会

あたご大学

５月５日（土・祝）・６日（日）

５月25日（金）～ 27日（日）

７月６日（金）～ ８日（日）

８月１日（水）～ 15日（水）

８月５日（日）

９月29日（土）

原則として月２回　
　＊4月19日（木）
　　　入学式・進級式 10:00～

いなみ野山野草展　～春～いなみ野山野草展　～春～

182012. 42012. 419




