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休館日：５月７日（月）・21日（月）
　　　　５月１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：５月７日（月）・21日（月）
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稲美町立健康づくり施設「いなみアクアプラザ」

①『健康セミナー“膝痛・腰痛対策 ”』①『健康セミナー“膝痛・腰痛対策 ”』①『健康セミナー“膝痛・腰痛対策 ”』
  膝痛・腰痛についての正しい知識を得て、 運動療法によ
り「膝痛・腰痛」を予防、改善していきます。
とき及び　５月28日（月）　体組成測定（体脂肪量・骨量・
内　　容　　　　　　　　　筋肉量）、講義
　　　　　６月４日（月）　自重運動
　　　　　６月11日（月）　水中運動

＊３回コース　いずれも 13：00～ 14：00
※一般参加の人は初回に体組成測定を実施します。
初回のみ 12：30に集合してください。

※６月４日は屋内シューズ、11日は水着と水泳キャ
ップが必要です。

 （水泳キャップは、無料でレンタルできます）
と こ ろ　いなみアクアプラザ内   
対　　象　16歳以上の運動が行える健康状態にある人

（18歳未満は保護者の同意が必要) 
定　　員　一般：20人  会員：20人   
料　　金　一般：1,000 円  会員：無料   
一般特典　講習当日、当施設のトレーニングルーム及び

プールを無料で使用可
体組成（脂肪量、筋肉量）測定を無料で実施
※トレーニングルームを利用する場合は講習会修了
証が必要です

②『フラダンス初級教室　無料体験』②『フラダンス初級教室　無料体験』②『フラダンス初級教室　無料体験』
　フラダンス初級教室の無料体験を行います。
ハワイアンの音楽に合わせ、基本の動作から行い
ますので初めての人も気軽に参加してください。
とき及び ５月９日、16日（いずれも水曜日）
内　　容 15：10～16：00
 運動ができる服装（スカートがある人はお持ちください）
と こ ろ いなみアクアプラザ内のスタジオ
対　　象 運動が行える健康状態にある16歳以上の人
定　　員 各日とも先着20人　　　料　　金　無料
③『小学生水泳教室　無料体験』③『小学生水泳教室　無料体験』③『小学生水泳教室　無料体験』
　夏本番を前に、不安な人、スイミングスクールに通わ
せるか迷われている人、この機会に、ぜひ参加しませんか。
とき及び ５月13日から７月末までの、毎週日曜日
内　　容 10：15～10：45（４月29日、６月３日、７

月22日は実施しません）
 水なれから、バタ足など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 小学生　　　料　　金　無料
定　　員 ５人（期間内１人１回のみ）
＊親子水泳（ベビースイミング）教室からのお知らせ
　毎週水曜日11：10から「親子クラス」を開催していますが、５月から
は月曜日も開講し、月会費5,000円のまま週２回受講することができま
す。また、親子クラスの特典として、在籍中の赤ちゃんに同伴の家族
は、無料でプールに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。

上記①②③の申込方法　いなみアクアプラザ内で受付中（電話予約可）
問合先　いなみアクアプラザ　☎４９６－５８５１（毎週火曜日：休館日） 

開　演　【午前の部】10：30（開場10：00）
　　　　【午後の部】13：30（開場13：00）

入場料　１階席　1,200円
　　　　２階席　 800円
　　　　【全席指定席】

人形劇「じごくのそうべえ」人形劇「じごくのそうべえ」人形劇「じごくのそうべえ」人形劇「じごくのそうべえ」
“とざいとうざい”
邦楽の演奏で
コミカルに描く地獄八景

なりきりグランプリ2012なりきりグランプリ2012なりきりグランプリ2012
COSMOCOSMO

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★

5/9 水 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

vol.191

兵庫稲美少年少女合唱団
Suite（スーツ）

6/6 水 vol.192

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）
※５月は第２水曜日に開催します。

７月８日（日）

８月19日（日）

８月４日（土）

開演14：00（開場13：30）
出演校
・稲美中学校
・稲美北中学校
・加古川市立中部中学校
・西脇市立西脇南中学校
・西宮市立甲陵中学校
・播磨町立播磨中学校

開演14：00（開場13：30）

第20回　コスモ吹奏楽祭第20回　コスモ吹奏楽祭

第1部：演奏会
第2部：課題曲講習

要入場整理券
（無料）

5月5日発行開始

５月５日（土・祝）
前売発売開始

☆あなたもコスモホールのステージで
　有名人になりきってみませんか♪
　グランプリ、準グランプリには賞金
　・賞品が用意されています。

出演者募集　６月20日（水）～７月14日（土）
　　　　　　９：00～17：00
企画・運営／コスモホールオペレータークラブ
　　　　　　コスモレディサークル

中学校全6校による吹奏楽の祭典です。

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

たんけんケンタくん 石井　聖岳／絵 E  イ
まわるおすし 長谷川　義史／作 E  ハ

請求記号

いきもの図鑑えほん 前田　まゆみ／作  J 48 マ
都会のトム＆ソーヤ　10 はやみね　かおる／著  J 91 ハヤ

請求記号

おはなし会

一般書

児童書

絵本

深夜の赤信号は渡ってもいいか？ 富増　章成／著 130  ト
かぎ針で編むおしゃれカンタン麻のナチュラルバッグ アップルミンツ／出版 594  カ
愛犬が教えてくれること ケヴィン・ビーアン／著 645  ビ
Ｈａｐｐｙ　Ｂｏｘ 伊坂　幸太郎／他著 Ｆ ハツ

※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＊
　 5 月26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＊
　 5 月 5 日（土・祝）　11：00～ （図書館おはなし室）
＊スプーンおばさん＊
　 5 月19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＊
　 5 月29日（火） 11：00～ （図書館おはなし室）

5 月 3 日（木・祝）　10：00～14：00
 （いなみ文化の森　ふれあい交流館2階ホール）
いつも大人気！除籍された本をお譲りします。

☆ふれあいまつり☆リサイクル図書☆

特別整理期間のため、５月10日（木）～18日（金）は休館します。
休館前は、貸出期間と貸出冊数を変更します。
　4月26日（木）～5月9日（水）
　貸出期間　２週間→３週間
　貸出冊数　７冊→10冊　＊CDなどは変更なし

蔵書点検による休館のおしらせ

しゅっぱんばり あ あさ

ちょあいけん おし

ほかちょこう た ろうい さか

ず かん まえだ さく

ちょま　ち

えきよたかいしい

さくよしふみはせがわ

ちょとます あきなりわたあかしんごうしんや

　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
　　　　（ただし、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　稲美町立ふれあい交流館
主　管　いなみ野山野草の会
　　　　＜ふれあい交流館サークル＞　

盆栽、山野草を多数展示します。
と　き　５月25日（金）～27日（日）
　　　　９：00～17：00
　　　　（ただし、27日（日）は15：00まで）
ところ　ふれあい交流館　２階ホール
主　催　稲美町立ふれあい交流館
主　管　稲美町盆栽同好会
　　　　＜ふれあい交流館サークル＞　　

いなみ野山野草展　～春～いなみ野山野草展　～春～

さつき盆栽展

夏祭り！花火大会！盆踊り！
ゆかたを着て出かけよう♪

と　き　 6月24日（日）・7月1日（日）・15日（日）
　　　　13：30～15：00
ところ　ふれあい交流館　和室
講　師　菊本　郁子 氏
参加料　200円
定　員　10人（先着順）

ゆかた着付け教室

あなたも英会話を習いませんか？
初心者から中級者まで楽しく活動しています。

活動日　第1・2・3・4火曜日19：30～21：00
ところ　ふれあい交流館　研修室2・3
先　生　外国人の先生
会　費　月2,500円（入会金1,000円）

サークル会員募集
〈稲美英会話同好会〉

いくこ
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