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休館日：４月１日（月）・15日（月）
　　　　４月２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：４月１日（月）・15日（月）

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

③ガラス製ペーパーウェイト作り（サンドブラスト）
　ガラス製のペーパーウェ
イトに砂を吹き付けて絵を
描きます。
と　き　４月27日（土）、
　　　　　　28日（日）　
　　　　9：30～12：00、
　　　　13：30～16：00
参加費　500円
定　員　各回10人

①ガラス製写真立て作り
　板ガラスの上に色ガラスを
使って絵や模様を描き、写真
立てを作ります。
と　き　４月６日（土）、
　　　　　　７日（日）　
　　　　9：30～12：00、13：30～16：00
参加費　300円
定　員　各回８人　※作品は後日の引渡しとなります。

②ガラス製アクセサリー作り
　きれいな色ガラスを組み合わせて、携帯ストラッ
プやヘアゴムなどを作ります。
と　き　４月13日（土）、14日（日）　
　　　　9：30～12：00、13：30～16：00
参加費　300円　　　定　員　各回８人

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

対象者　稲美町または播磨町に住む小学生以上の人
　　　　（低学年は保護者同伴）
申込・問合先　☎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」

　幼児水泳教室の無料体験を実施しています。
　なお、保護者はプールサイドからレッスンの様子を見学できます。
と　　き　７月末までの毎週日曜日（ただし４月28日、５月５日、

６月２日、６月９日、７月21日は実施しません）
　　　　　幼　児　9：30～10：00　　小学生　10：15～11：45
対　　象　３歳児から小学校就学まで（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）

④『第６回　水泳大会』④『第６回　水泳大会』④『第６回　水泳大会』
と　　き　６月９日（日）　10：00～15：00（予定） 　
と こ ろ　いなみアクアプラザ内　25ｍプール他
内　　容　
(1)部　門　【幼児の部】、【小学1・2年の部】、【小学3・4年の

部】、【小学5・6年の部】、【中学・高校の部】、一般A
の部（18歳～39歳）、一般Bの部（40歳～59歳の
部）、　一般Cの部（60歳以上）

(2)種　目　自由形　25m・50m・100m　背泳ぎ　25m・50m・
100m　平泳ぎ　25m・50m・100m　バタフライ　
25m・50m・100m　個人メドレー　100m・200m
板キック　25m（シングル、ペア）　リレー（25ｍ
×4人）　100m（男女、部門、複合チーム参加可）

対　　象　３歳以上で25m 以上泳げる人
　　　　　※水着、スイミングキャップを着用してください。
料　　金　1,000円（３種目まで）　リレー1チーム：1,000円
特　　典　各部門の優勝者には表彰状を進呈
　　　　　競技種目参加者には粗品進呈
申込方法　いなみアクアプラザで受付中
　　　　　※電話による申し込み、予約はできません
そ の 他　５月12日（日）までのキャンセルは全額返金しますが、

以後は返金しません。

③『親子クラス（ベビースイミング）教室の特典のお知らせ』③『親子クラス（ベビースイミング）教室の特典のお知らせ』③『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。親子クラスに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。休日は家族みんなで
『いなみアクアプラザプール』へお越しください。同居家族以外
でも利用できます。

②『フィットネス　２週間体験』②『フィットネス　２週間体験』②『フィットネス　２週間体験』
　入会を迷われている人は、2週間体験コースでお試しください。
と　　き　４月１日（月）～28日（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
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。
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方は講習会を受講してから利用でき
ます。

①『幼児・小学生水泳教室無料体験』①『幼児・小学生水泳教室無料体験』①『幼児・小学生水泳教室無料体験』

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

コスモホール名画シアター
①「最強のふたり」
と　き　5 月17日（金）
開　演　14：00（開場 13：30）
さあ、人生に繰り出そう！
実話を基に作られた全く違った
人生の二人が交わり、最強の友
情が生まれていく物語
②「天地明察」
と　き　6 月23日（日）
開　演　14：00（開場 13：30）
星が動く。時代が動く。
江戸時代、星空を見つめ続け暦
を作った男と、彼を支えた妻の
愛と感動の実話
①・②いずれも
入場料　【全席自由席】

小学生以上（消費税込）800 円（当日 1,000 円）　
◆ペア券（2 枚）1,400 円（当日 1,800 円）
◆６月23日(日)上映「天地明察」とのセット券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
4月14日（日）10：00～

コスモホール名画シアター

と　き　6月15日（土）
　　　　開演16：00（開場15：30）
入場料 全席指定5,000円
　　　　（当日5,500円）
 就学児以上同一料金
 未就学児のお子様の入場は
 できません。

布施 明 LIVE2013布施 明 LIVE2013

（C）2011 SPLENDIDO

（C）2012「天地明察」製作委員会

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!★

4/10 水
兵庫稲美少年少女合唱団　【合唱】
コスモシンフォニックウィンズ 

vol.201

C O SMO　夢コンサートCO SMO　夢コンサートCO SMO　夢コンサートC O SMO　夢コンサートC O SMO　夢コンサート
開演19：00（開場18：30）

４・５月は第２水曜日に開催します。

5/8 水 vol.202
エルマーノ【クラシック】

　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
好評発売中

ライブならではの迫力のステージをぜひご堪能ください。ライブならではの迫力のステージをぜひご堪能ください。

新しく入った本

請求記号

しゃもじいさん かとう　まふみ／作 E  カ
イワーシェチカと白い鳥 M.ミトゥーリチ／絵 E  ミ

中学生の君におくる哲学 斎藤　慶典／著 J  10  サ
工場見学！学校にあるもの 中村　智彦／監修 J  50  コ

請求記号

おはなし会　（図書館おはなし室）

一般書

児童書

絵本

伊勢神宮 平凡社／出版 175  イ
これでスッキリ花粉症がみるみるよくなる62の対策
 福田　千晶／監修 493  コ
これが正解！ひとり暮らしスタートブック
 主婦の友社／編 590  コ
名作うしろ読み 斎藤　美奈子／著 908  サ
いちばん長い夜に 乃南　アサ／著 F  ノナ

図書館情報図書館情報図書館情報

＊おりっこの会＊　　　　※おりがみは用意しています。
　4 月27日（土） 11：00～12：00 次回　５月25日（土）
　対象：小学校低学年まで　　人数：10人程度

おりがみ教室　（図書館おはなし室）

＊としょかんえほん会＊
　 4 月 6 日（土）　11：00～ 次回　５月 ４ 日（土・祝）

＊としょかんよちよちえほん会＊
　 4 月23日（火）　11：00～ 次回　５月28日（火）

＊としょかんえほん会+（プラス）＊
　 4 月13日（土）　11：00～ 次回　６月 ８ 日（土）
＊スプーンおばさん＊
　 4 月20日（土） 14：30～ 次回　５月18日（土）

※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

請求記号
さく

とりしろ え

い せ じんぐう へいぼんしゃ しゅっぱん

たいさくかふんしょう

ふく だ    ち あき かんしゅう

せいかい ぐ

しゅふ ともしゃ へん

さいとうよめいさく み　な　こ ちょ

なが よる の なみ ちょ

ちょきみ てつがく さいとう よしみちちゅうがくせい

なかむらがっこうこうじょうけんがく ともひこ かんしゅう

と　き　４月14日（日）まで
 　　　　9：00 ～ 17：00
ところ    ふれあい交流館 ギャラリー

ふれあい体験教室写真展ふれあい体験教室写真展ふれあい体験教室写真展ふれあい体験教室写真展

サークル会員募集サークル会員募集サークル会員募集
〈稲美英会話同好会〉

いなみ野山野草展 ～ 春 ～いなみ野山野草展 ～ 春 ～いなみ野山野草展 ～ 春 ～
春を飾る山野草が、皆さんをお待ちしています。

箏や大正琴の演奏を聴きながら、見事に開花する
桜を見てみませんか。お茶席やぜんざいもあります。
と　き　４月７日（日）　10：00～13：00
ところ　いなみ文化の森
※お 茶 券  300円
※ぜんざい  無料（要整理券）［先着300人］

観　桜　会観　桜　会

と　き　５月11日（土）・ 12日（日）
　　　　９：00 ～ 17：00
　　　　（ただし、12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　〈ふれあい交流館サークル〉
　　　　いなみ野山野草の会

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）
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