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休館日：６月４日（月）・18日（月）
　　　　６月５日（火）は資料整理日です

文化会館（コスモホール）
ふれあい交流館

図書館
休館日：６月４日（月）・18日（月）

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

　物を大切にし、物を生かす心を養うことを目的としてベビー用品の貸出しを行っています。
平成23年度は貸出件数が2,178件と、多くの人に喜ばれました。

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

☆ベビー用品の再使用が人気です！

☆リサイクル体験教室のご案内☆リサイクル体験教室のご案内
①ペーパークラフト（ミニバスケット）作り
　再生紙を使って手編みのカゴを作ります。
と　き　６月15日（金）　９：30～12：00
対　象　稲美町または播磨町に住む大人の人
参加費　300円　　　　定　員　10人
持ち物　木工用ボンド、はさみ、洗濯バサミ（小10個）
②ガラスのリメイク（２人１組）
　熱で柔らかくしたガラス瓶を加工し、
オリジナルグラスを作ります。
と　き　６月16日（土）、17日（日）

９：30～、10：50～、13：30～、14：50（各70分間）
対　象　稲美町または播磨町に住む小学４年生以上の人

参加費　500円
定　員　各回２組４人（一人でも申込可）
③ガラス製時計作り
　板ガラスの上に色ガラスを使って絵を描き、溶かして
文字盤の模様にします。
と　き　６月23日（土）、24日（日）

午前の部９：30～12：00、午後の部13：30～16：00
対　象　稲美町または播磨町に住む小学生以上の人
参加費　500円　　　　 定　員　各回８人
※②、③の作品は後日の引渡しとなります。
申込・問合先　加古郡リサイクルプラザ（播磨町新島60）
　　　　　　☎437-7671（9：00～16：00）

稲美町立健康づくり施設「いなみアクアプラザ」

①『夏休み　短期水泳教室』参加者募集中①『夏休み　短期水泳教室』参加者募集中①『夏休み　短期水泳教室』参加者募集中
とき及び　前期　７月22日（日）～25日（水）　４日間
内　　容　後期   ８月６日（月）～９日（木）　４日間
　　　　　　前期、後期とも　同じスケジュール
　　　　　Ａコース　９：30～ 10：30
　　　　　Ｂコース　11：15～ 12：15
と こ ろ　「いなみアクアプラザ」内のプール
対　　象　幼児クラス（３才児～就学前）
　　　　　ジュニアクラス（小学１～６年生）
定　　員　A・Bコース　各90人（先着順）
料　　金　4,000 円 (４日間 ) 
そ の 他　開始一週間までのキャンセルは全額返金しますが、以

後は返金できません。

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』
　一般利用者対象の平日夜と、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　６月１日（金）～25日（月）
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
　　　　　※電話での申し込みはできません。
　　　　　※初回講習会を受講してからの利用となります。

②『2012年度　短期水泳教室通年会員』募集中②『2012年度　短期水泳教室通年会員』募集中②『2012年度　短期水泳教室通年会員』募集中
　夏休み、冬休み、春休みに開催しています短期水泳教室の通年
会員を募集します。一度申し込み手続きをすると、その後の冬休
みと春休みの申し込みは不要になります。初めて参加する人や、
毎回参加されている人は、ぜひご利用ください。
とき及び　◎夏季短期水泳教室（４日間　4,000円）
内　　容　　前期　７月22日（日）～25日（水）　
　　　　　　後期　８月６日（月）～９日（木）
　　　　　      ※前期または後期のいずれか
　　　　　◎冬季短期水泳教室（３日間　3,000円）
　　　　　　2012年12月23日（日）～25日（火）
　　　　　◎春季短期水泳教室（４日間　4,000円）
　　　　　　2013年3月28日（木）～31日（日）
　　　　　（夏季短期水泳教室は前期か後期のどちらか１つ）
と こ ろ いなみアクアプラザ内のプール
対　　象 幼児（３歳児～就学前）　ジュニア（小学１年～６年）
料　　金　10,000円
そ の 他 全期キャンセル：夏季教室開始１週間前までの手続   

　　　　　　　 きで全額返金
 夏季教室キャンセル：開始１週間前までの手続きで
  3,500円返金
 冬季教室キャンセル：開始１週間前までの手続きで
  2,500円返金
 春季教室キャンセル：開始１週間前までの手続きで
  3,500円返金

申込方法　①②とも電話で先行予約できます。
ただし、電話予約後、一週間以内に入金がない場合は無効となります。

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、３歳以上有料〕

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★

6/6 水 兵庫稲美少年少女合唱団＆コールシュ  リゴー
Suite（スーツ）

vol.192

兵庫稲美少年少女合唱団
Seele（ゼーレ）

7/4 水 vol.193

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）

７月８日（日）

８月19日（日）

８月４日（土）

開演14：00（開場13：30）

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）
発行中

好評発売中

☆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。

応募期間　６月20日（水）～７月14日（土）
募集人数　24人（24組）…１組３分程度
参 加 費　3,000円
応募方法　所定の申込用紙にてコスモホール事務所
　　　　　にお申込みください。
※応募多数の場合は、選考及び抽選とさせていただきます。
※詳細につきましては申込用紙をご覧ください。
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

町内中学校と近隣中学校 6校による
吹奏楽の祭典です。

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

夢コンサート
登録団体募集

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。

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

ねんどろん 荒井　良二／著 E  ア
江戸の子ども行事とあそび12か月 菊地　ひと美／作 E  キ

請求記号

めざせ！ダンスマスター 1～3 岩崎書店／出版 J  79  メ
ペッパー・ルーと死の天使 ジェラルディン・マコックラン／作 J  93 マコ

請求記号

おはなし会

一般書

児童書

絵本

的川博士の銀河教室  的川　泰宣／著 440  マ
10年着るための衣類ケアブック  石川　理恵／取材・文  593  イ
バーベキュー炉・囲炉裏・薪ストーブの作り方
　　　　　　　　　　学研パブリッシング／出版 596  バ
森で過ごして学んだ101のこと 本山　賢司／文・絵　 786  モ
ナミヤ雑貨店の奇蹟 東野　圭吾／著 Ｆ ヒガ

※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＊
　 6 月23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＊
　 6 月 2 日（土）　11：00～ （図書館おはなし室）

＊スプーンおばさん＊
　 6 月16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＊
　 6 月26日（火） 11：00～ （図書館おはなし室）

＊としょかんえほん会＋（プラス）＊
　 6 月 9 日（土）　11：00～ （図書館おはなし室）

しゅざい ぶんり　えいしかわねん き い るい

ぶん えけんじもとやまもり す まな

ちょけい ごひがしのざっか てん き せき

かたつくい　ろ　りろ まき

しゅっぱんがっけん

いわさきしょてん しゅっぱん

さくてんし し

ちょりょうじあら い

さくみきくげつぎょうじこえ　ど ち

ちょまとがわ やすのりきょうしつぎんがまとがわ はかせ

七　夕　展七　夕　展

　４月19日（木）に
あたご大学の入学
式・進級式が行われ
ました。
　新たに１年生57人
を迎え、668人が一
緒に学びます。

あたご大学入学・進級式あたご大学入学・進級式

講師登録募集のお知らせ
　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？ 随時募集中

　願いを込めた短冊を
　　　大きな笹につるして

みませんか。

と　き　７月６日（金）～８日（日）
ところ　いなみ文化の森 ロビー

　願いを込めた短冊を
　　　大きな笹につるして

みませんか。

と　き　７月６日（金）～８日（日）
ところ　いなみ文化の森 ロビー
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