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休館日：９月３日（月）・18日（火）
　　　　９月４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：９月３日（月）・18日（火）

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

②ガラス製アクセサリー作り教室
　きれいな色ガラスを組み合わせて、自分だけのアクセサ
リーを作りませんか？
と　き　９月15日（土）、16日（日）
　　　　９：30～12：00、13：30～16：00
対　象　稲美町または播磨町住む小学生以上の人
参加費　300円  定　員　各８人
場　所　加古郡リサイクルプラザ（播磨町新島60）
※敬老の日記念として60歳以上の人は無料で体験できます（申込
時にお伝えください）。

①秋の自転車小修理教室
　自転車のパンク貼りや部品交換などの簡単な修理が自分
でできるようになったら…と、思ったことはありません
か？プロの自転車整備士からテクニックを学びましょう！
と　き　９月23日（日）　９：30～12：00
ところ　役場南側駐車場
対　象　稲美町または播磨町住む小学生以上の人
参加費　300円 定　員　10人
※当日は自転車を持ち込んでください（調整したい個所があれば、
申込時に必ず電話で伝えてさい）。

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

稲美町立健康づくり施設「いなみアクアプラザ」

①ダイエット月間『目指せ！マイナス２㎏』①ダイエット月間『目指せ！マイナス２㎏』①ダイエット月間『目指せ！マイナス２㎏』

とき及び　９月の毎週日曜日
内　　容　幼　児　９：30～10：00
　　　　　小学生　10：15～10：45
　　　　　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　３歳児から小学生

※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
限ります。

定　　員　５人（期間内１人１回のみ）
料　　金　無料

　一般利用者対象のフィットネス２週間体験です。
　入会を迷われている人は体験コースで試してみませんか。
と　　き　９月１日（土）～10月31日（水）　
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
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
　　　　　※18歳未満は保護者の同意が必要です。
定　　員 なし
料　　金　３,000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受講してください。
　　　　　※体験コースとしての利用は２週間のみです。

問合先　いなみアクアプラザ　☎４９６－５８５１（毎週火曜日：休館日）

　初めての真剣ダイエット企画です。
　運動・食事を管理しながら日ごろの自分自身を見直してみ
ましょう。
　達成できなければ、参加費の半額（5,000円）を返金します。
と　　き　初回カウンセリング実施日から１か月間
及　　び　【９月10日（月）、12日（水）、13日（木）初回カウ
内　　容　ンセリング候補日】 

毎週スタッフとカウンセリングを行い、計画的に
運動するとともに食事のカロリーを計算し、日々
コツコツと減量していきます。  
※日にちと時間は申込み時に相談できます。

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です。
定　　員　５人
料　　金　10,000円（１ヶ月の施設使用料込み）
特　　典　期間内は当施設のトレーニングルーム・スタジオ・

プール使い放題
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利用の場合は講習会修了証が必要
　です

申込方法　申込受付中
※電話で申し込みできます。

②大好評!!『フィットネス　２週間体験』②大好評!!『フィットネス　２週間体験』②大好評!!『フィットネス　２週間体験』

③『幼児水泳教室　無料体験』③『幼児水泳教室　無料体験』③『幼児水泳教室　無料体験』

ふるさとコスモホールから未来へふるさとコスモホールから未来へ
まちのソリストが奏でる音楽会

と　き　11月３日（土・祝）
開　演　14：00（開場13：30）
入場料　一　　　般　2,000円（当日　2,500円）
　　　　高校生以下　1,000円（当日　1,000円）
出　演　ピ　ア　ノ：森玉　美穂 氏
　　　　　　　　　　：大國　享子 氏
　　　　　　　　　　：畑岡　知子 氏
　　　　クラリネット：野間　静香 氏
　　　　アルトサックス：坂田　雅枝 氏

地元出身のソリストがオーケストラ
と響演し、名曲の数々をお届けします。
スタインウェイピアノ2台の競演も！
小春日和の一日、クラシックの響きをお楽しみください。

天使の歌声を超える !
ロシアが誇る比類なき
重厚なハーモニー♪
3年ぶり 待望の来日。

いなみ文化の森20周年記念いなみ文化の森20周年記念

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★

9/5 水
さ く ら【クラシック】
キャロル【ジャズ＆シャンソン】

vol.195

さくら【クラシック】
10/3 水 vol.196

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）

チケット発売日
９月１日（土）
10：00～

と　き　　12月８日（土）
　　　　　開演19：00（開場18：30）
入場料　　全席指定 2,000円（当日：2,500円）
　　　　　４歳以下のお子様の入場はできません。

チケット発売日
９月22日（土・祝）

10：00～

み　ほ

きょうこ

ともこ

しずか

まさえ

モスクワアカデミー合唱団モスクワアカデミー合唱団

コスモホール名画シアター
①「わが母の記」
　たとえ忘れてしまっても、
　きっと、愛だけが残る。初めて知る母の想い。
　50年の時を経てつながる家族のラブストーリー。
　　と　き　10月14日（日）
②「山桜」
　風雪に耐えて咲く山桜の下。男はひたむきに
　正義を貫き、女は熱い想いを胸に秘めた。
　　と　き　11月18 日（日）
①②いずれも　開　演　14：00（開場13：30）
入場料　【全席自由席】　
小学生以上　　　　　  800円（当日1,000円）
◆ペア券（2枚綴り）1,400円（当日1,800円）
◆「わが母の記」、「山桜」のセット券1,400円（当日1,800円）
その他の割引もあり。　但し、割引の併用はできません。

チケット発売日
９月１日（土）
10：00～

クリスマス
コンサート2012

（C）2012「わが母の記」
　　　　　　製作委員会

（C）2012「山桜」
　　　　　　製作委員会

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

やまのおみやげ 原田　泰治／絵 E  ハ

れいぞうこにマンモス!? マチュー・モデ／絵 E  モ

請求記号

なぜなぜ？ふしぎ図鑑なんでも200 竹下　昌之／総監修 J  03  ナ

わたしはみんなに好かれてる 令丈　ヒロ子／作 J  91 レイ

請求記号

おはなし会

一般書

児童書

絵本

ダンスの教科書　小学校低～高学年用 山と渓谷社／出版 375  ダ

ソレイアードのソーイングレシピ ブティック社／出版 594  ソ

50歳からの音読入門 齋藤　孝／著 809  サ

人生で大切なことはすべてヘッセが教えてくれた 岡田　朝雄／著 940  オ

※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＊
　 9 月22日（土・祝） 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＊
　 9 月 1 日（土）　11：00～ （図書館おはなし室）

＊スプーンおばさん＊
　 9 月15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＊
　 9 月19日（水） 11：00～ （図書館おはなし室）

＊としょかんえほん会+（プラス）＊
　 9 月 8 日（土）　11：00～ （図書館おはなし室）

しゃ しゅっぱん

さいとうさい おんどくにゅうもん たかし ちょ

ちょあさ  おおか だじんせい たいせつ おし

さくれいじょう こす

そうかんしゅうたけした まさゆきず かん

えはら だ たい じ

え

てい こうがくねんよう やま けいこくしゃ しゅっぱんきょうかしょ しょうがっこう

秋のひと時を文化の森で過ごしませんか。
甘酒やお茶席もご用意しています。

と　き　９月29日（土）
　　　   開演  18：00～
ところ　いなみ文化の森
　　　　野外ステージ
　　　　（雨天の場合は室内）

稲美町美術展の作品を募集します。
展示期間　 11月７日（水）～ 11日（日）
募集部門　日本画、洋画、彫塑・工芸、書、写真
作品受付 　10月13日（土）　10：00～16：00
と こ ろ　ふれあい交流館２階ホール

ちょうそ

観　月　会

と　　き　10月19日（金）～11月11日（日）
　　　　　９：00 ～ 17：00
と こ ろ　いなみ文化の森 南側駐車場
主　　催　稲美町立ふれあい交流館
共　　催　稲美菊の会〈ふれあい交流館サークル〉
※出品者を募集しています。
申込締切　９月30日（日）

第45回 稲美町菊花展

成人式実行委員募集
　平成25年１月13日（日）に開催する成人式の企
画・運営していただく実行委員を
募集しています。
応募資格　平成４年４月２日～
　　　　　平成５年４月１日生まれの人

稲美町美術展作品募集稲美町美術展作品募集稲美町美術展作品募集

お菓子づくり教室お菓子づくり教室
お父さん、お母さんと一緒にお菓子をつくろう！

と　き　10月28日（日）・11月18日（日）・12月２日（日）
　　　　・23日（日・祝）　９：30 ～ 11：30
ところ　ふれあい交流館 調理実習室
講　師　藤田　由希 氏
対　象　４歳以上の未就学児童とその保護者

※必ず児童１人につき保護者１人でお申込みください。
定　員　親子16組32人（先着順）
参加費　１組3,000円（材料費込）

※牛乳、小麦粉、バターを使用しますのでアレルギー
　のある人は事前にご連絡ください。

受付開始日　９月１日（土）から

ゆ　き

親子
で

つく
ろう
！
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