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休館日：11月５日（月）・19日（月）
　　　　11月６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：11月５日（月）・19日（月）

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

①ガラス製銅鐸型風鈴作り
　播磨町大中遺跡まつりの特別企画です。ガラス製の銅鐸
型風鈴に絵を描きます。
と　　き 11月３日（土）　大中遺跡まつり会場内
 ※雨天順延の場合あり
と こ ろ 大中遺跡まつり会場内『古代村市場』の加古郡

リサイクルプラザ体験ブース
受付時間 10：00～12：00または13：00～15：30の随時（各

60分間）
参 加 費　無料　　　　　定　　員　午前、午後各60人
申　　込 大中遺跡まつり当日に直接、加古郡リサイクル

プラザ体験ブースへお越しください
②干支のはんこ作り
　ガラス製のはんこに砂を吹き付けて加工します。2013
年の干支「巳」（へび）の模様をデザインして年賀状用の
はんこを作りませんか。
と　き　11月24日（土）・25日（日）、12月1日（土）、２日（日）

午前の部９：30～12：00　午後の部13：30～16：00

参加費　300円　　　　　定　員　各回８人ずつ
対　象　稲美町または播磨町に住む小学生以上の人
　　　　※低学年は保護者が同伴
③年賀はがき作り
　牛乳パックを使った紙すきで、年賀はがきを作ります。
今年１年お世話になった人に、心のこもった年賀状を送り
ましょう。
と　き　12月１日（土）、８日（土）　9：30～12：00
参加費　無料　　　　　定　員　15人
対　象　稲美町または播磨町に住む小学生以上の人
④ペーパークラフト（ミニバスケット）教室
　再生紙を使って手編みのカゴを作ります。
と　き　11月30日（金）　9：30～15：00
対　象　稲美町または播磨町にお住まいの大人の人
参加費　300円　　　　　定　員　10人
※昼食、木工用ボンド、はさみ、洗濯バサミ（小10個）をお持ちください。
申　込　②～④は加古郡リサイクルプラザへお電話で申し

込んでください。

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
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稲美町立健康づくり施設「いなみアクアプラザ」

クラシック・バレエ教室生を募集しますクラシック・バレエ教室生を募集しますクラシック・バレエ教室生を募集します

『メンテナンス休館』のお知らせ
施設メンテナンスのため、10月31日（水）～11月３日（土）を休館とします。

　幼児、ジュニア対象の『クラシック・バレエ教室生』
を募集します。月会費が 8,000円から 5,000円になり、
参加しやすくなりました。習い事が初めてのお子さんも、
この機会にぜひ参加してみませんか !? 見学も、随時募集
しています。
と　　き　11月の毎週月曜日
　　　　　①15:30～16:30　②16:50～17:50
と こ ろ　いなみアクアプラザのスタジオ
対　　象　①年中児～小学１年生　②小学２年生～中学生 

定　　員　なし
料　　金　会費：5,000円/月
申込方法　いなみアクアプラザ内で受付（電話予約可）
　　　　　＊入会時に必要なもの…  

２か月分の月会費、口座確認できるものと
お届け印、顔写真１枚（３×2.5 ㎝）

※見学の人は、連絡時に『見学希望』とお伝ください。
問 合 先　いなみアクアプラザ　☎496-5851

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。

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）
　　　　　５歳以上同一料金
　　　　　４歳以下のお子様の入場はできません。

モスクワ・アカデミー合唱団モスクワ・アカデミー合唱団
クリスマスコンサート2012

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♪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

いなみ文化の森20周年記念いなみ文化の森20周年記念
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コスモホール名画シアター

好評発売中

「山桜」
と　き　11月18日（日）
開　演　14：00（開場  13：30）
入場料　小学生以上 　800円
　　　　（当日1,000円）
　　　　【全席自由席】
◆ペア券（２枚綴り） 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。

コスモホール　新春ファミリー映画会
「マジック・ツリーハウス」（お子様へのお年玉企画）
と　き　平成25年１月12日（土）
開　演　14：00（開場  13：30）
入場料　無料
入場整理券発行日　11月24日（土）
　　　　　　　　　10：00～
　　　　　　　　　（先着順・無くなり次第終了）

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★

11/7 水 加古雅道会【雅楽】
vol.197

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）

COSMOバレンタイン ピアノコンサートCOSMOバレンタイン ピアノコンサート
スタインウェイピアノを多くの方に演奏していただくイベント。
子どもから大人まで出演者を一般募集します。
と　き　平成25年２月10日（日）
開　演　10：00（開場  9：30）
※出演者募集　11月17日（土）～ 12月２日（日）

地元出演：兵庫稲美少年少女合唱団

稲垣潤一アコースティックライブ2013稲垣潤一アコースティックライブ2013

と　き　平成25年3月17日（日）
　　　　開演18：30（開場18：00）
入場料　全席指定4,000円（当日  4,500円）

デビュー31周年を迎え、
更に輝きを増すレイニー・ボイス
優しい春の夜風と共に大人の
ラブ・ソングをお楽しみください。

チケット販売日
12月16日（日）
10：00～

12/5 水 vol.198
エルマーノ【クラシック】
キャロル【ジャズ＆シャンソン】

好評発売中
（C）「山桜」製作委員会

（C）「マジック・ツリーハウス」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

できそこないのおとぎばなし いとう　ひろし／作  E  イ
戦隊ヒーローみ～つけた!   ポプラ社／出版 E  セ

請求記号

キャラクター折り紙あそび いしばし　なおこ／著 J  75  イ
ひらがなどうぶつ 岩合　光昭／著 J  81  イ

請求記号

おはなし会

一般書

児童書

絵本

運気を上げる!おそうじ風水 内川　あ也／監修 148  ウ
秋の日帰り・一泊関西・中部・四国紅葉ドライブ 成美堂／出版 291.0  ア
結局、どうして面白いのか 佐々木　玲仁／著 699  サ
たとえば、すぐりとおれの恋 はらだ　みずき／著 F ハラ

※詳しくは図書館まで
　お問い合わせください。
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としょかん

＊おりっこの会＊
　11月24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＊
　11月 3 日（土・祝）　11：00～ （図書館おはなし室）

＊としょかんよちよちえほん会＊
　11月27日（火）　11：00～ （図書館おはなし室）

＊としょかんえほん会+（プラス）＊
　11月10日（土）　11：00～ （図書館おはなし室）
＊スプーンおばさん＊
　11月17日（土） 14：30～ （図書館おはなし室）

「古事記編纂1300年“古事記と古墳”」
　とき ： 11月10日（土） 10：00～16：00予定
　内容 ： 午前　座学（いなみ文化の森  研修室1）
　　　　  午後　バスでの現地巡察
　人数 ： 25人程度
　講師 ： 稲美町立郷土資料館学芸員   藤戸　翼

歴史講座
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　日本画、洋画、彫塑・工芸、書、写真
の各部門の入選作品を展示します。多数
のご来場をお待ちしています。
と　　き　11月７日（水）～ 11日（日）
　　　　　９：00 ～ 17：00（11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
運営協力　稲美町美術協会

ちょうそ

稲美町美術展稲美町美術展稲美町美術展

　民舞・詩吟・邦楽などの発表、いけ花の展示に
お茶席も用意しています。大抽選会もお楽しみに！
と　き　11月23日（金・祝）　10：20～
ところ　稲美町立文化会館 コスモホール
主　催　稲美町芸能フェスティバル実行委員会・
　　　　稲美町文化連盟 入場無料入場無料

芸能フェスティバル

松・竹・梅・葉ぼたんなどを寄せ植えして作る門松です。
と　　　き　12月22日（土）　13：30～15：00
と　こ　ろ　ふれあい交流館　創作棟
定　　　員　20人（先着順）
参　加　費　2,800円（材料費含む）
申込開始日　12月１日（土）から

門松づくり教室参加者募集門松づくり教室参加者募集

と　　き　11月11日（日）まで
　　　　　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〉

第45回 稲美町菊花展
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