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③ガラス製写真立て作り
　板ガラスに模様をつけて、自分だけの写真立てを作り
ます。
と　き　５月18日（土）、19日（日）
　　　　９：30～12：00、13：30～16：00
参加費　500円　　　定　員　各回８人
※作品は後日の引渡しとなります。

④サンドブラスト教室
　ガラス製品に砂を吹き付けて絵を描きます。
と　き　５月11日（土）、12日（日）、
　　　　　　25日（土）、26日（日）
　　　　９：30～12：00、13：30～16：00
参加費　300円　　　定　員　各回10人
※当日は自宅にあるコップ（中厚以上）やビンを持ち込んでください。

①ガラス製アクセサリー作り
　色ガラスを加工してストラップやヘアアクセサリーな
どを作ります。
と　き　５月４日（土）、５日（日）
　　　　９：30～12：00、13：30～16：00
参加費　500円　　　定　員　各回８人
②春の自転車小修理教室
　プロの自転車整備士からパンク貼りや部品交換などの
簡単な修理を学ぶ絶好の機会です。
と　き　５月12日（日）
　　　　[場所：稲美町役場　駐車場]
　　　　５月26日（日）
　　　　[場所：加古郡リサイクルプラザ]
　　　　９：30～12：00
参加費　300円　　　定　員　10人
※当日は自転車を持ち込んで下さい。（調整したい個所があれば、

申込時に必ず電話でお伝えください。）

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

対象者　稲美町または播磨町に住む小学生以上の人
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」

①『キッズダンス・ジュニアストリートダンス会員募集』①『キッズダンス・ジュニアストリートダンス会員募集』①『キッズダンス・ジュニアストリートダンス会員募集』
　いなみアクアプラザでは、“ 楽しく踊
ろう ”をモットーに『キッズダンススク
ール』を、“ かっこよく踊ろう ”をもっ
とーに『ジュニアストリートダンススク
ール』を開催しています。習い事が初め
てのお子さんも、お気軽にどうぞ！
とき及び　キッズダンス（年中児～小学2年生） 
内　　容　　毎週水曜日　17：00～18：00 

ジュニアストリートダンス（小学生以上）
　毎週土曜日　13：00～14：00

と こ ろ　いなみアクアプラザのスタジオ
定　　員　各20人
月 会 費　5,000円（３ヵ月・11～12回）
発 表 会　ふれあい祭りの参加を含めて、年２・３回　

ダンス発表会に参加します
申込方法　いなみアクアプラザ内で受付
　　　　　＊電話による申し込みはできません。

②『幼児・小学生水泳教室無料体験』②『幼児・小学生水泳教室無料体験』②『幼児・小学生水泳教室無料体験』
　　幼児水泳教室の無料体験を実施しています。
　子どもをスイミングスクールに通わせるか迷われてい
る人、子どもが１人でプールに入れるか不安な人など、
この機会にぜひ参加してみませんか。

と　　き　７月末までの毎週日曜日
※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
※おむつが外れていて、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
申込方法 いなみアクアプラザ内で受付中

（電話予約できます）  

問 合 先　いなみアクアプラザ　☎４９６－５８５１（毎週火曜日：休館日）

なりきりグランプリ2013なりきりグランプリ2013なりきりグランプリ2013
COSMOCOSMO

８月18日（日）

10月４日（金）

開演13：30（開場13：00）
☆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19日（水）～７月13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

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!★

5/8 水
エルマーノ   【クラシック】

vol.202

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）

５月は第２水曜日に開催します。

6/5 水 vol.203
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

入場料
　全席指定4,800円
　（当日5,300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。

 伍代夏子　演歌まつり 伍代夏子　演歌まつり
第21回 コスモ吹奏楽祭第21回 コスモ吹奏楽祭

要入場整理券（無料）
５月５日（日・祝）発行開始

コスモホール名画シアターコスモホール名画シアター
①「最強のふたり」 ②「天地明察」
と　き　5 月17日（金） と　き　6 月23日（日）
①・②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（消費税込）800円（当日1,000円）　

好評発売中

と　き　7月20日（土） 
　　　　　開演　14：00
　　　　（開場　13：30）
近隣中学校全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　加西市立加西中学校
西脇市立黒田庄中学校　姫路市立朝日中学校　加古川市立別府中学校

往年のヒット曲から新曲まで
歌声を存分にお楽しみください。

昼の部　14：00（開場13：30）
夜の部　18：00（開場17：30）

新しく入った本

請求記号

わんぱくだんのまほうのじゅうたん 末崎　茂樹／絵 E  ス
ぎょうれつのできるケーキやさん ふくざわ　ゆみこ／作 E  フ

知ろう！おどろう！日本のおどり 日本フォークダンス連盟／監修 J  38  シ
ゴリラでたまご 内田　麟太郎／作 J  91 ウチ

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

本よむ幸せ 福原　義春／著 019  フ
図説江戸・幕末の教育力 洋泉社／出版 372  ズ
カフェのようなシンプルインテリア 主婦の友社／出版 597  カ
僕は人生の宿題を果たす旅に出た リー・クラヴィッツ／著 936  ク

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。
　5 月25日（土） 11：00～12：00 次回　６月22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）

　5 月 3 日（金・祝） 10：00～14：00
毎年大人気！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８日（水）～16日（木）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24日（水）～５月６日（月・祝）
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知らせ

＊としょかんえほん会＊
　 5 月 4 日（土・祝）　11：00～ 次回　６月 １ 日（土）

＊としょかんよちよちえほん会＊
　 5 月28日（火）　11：00～ 次回　６月25日（火）

＊としょかんえほん会+（プラス）＊
　 蔵書点検のためお休み 次回　６月 ８ 日（土）
＊スプーンおばさん＊
　 ５ 月18日（土） 14：30～ 次回　６月15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
えしげ きすえざき

さく

ほん しあわ ふくはら よしはる ちょ

ず せつ え　ど ばくまつ きょういくりょく ようせんしゃ しゅっぱん

しゅ ふ ともしゃ しゅっぱん

ぼく じんせい しゅくだい は たび で ちょ

かんしゅうし にほん にほん れんめい

うちだ りんたろう さく

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。
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

さつき盆栽展さつき盆栽展
盆栽・山野草を多数展示します。

と　き　５月24日（金） ～ 26日（日）
　　　　9：00 ～ 17：00
　　　　（ただし、26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　〈ふれあい交流館サークル〉
　　　　稲美町盆栽同好会

と　き　８月３日（土）
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「ちいさいアリババと　　
　　　　　　　　　　40人の盗賊」

５月５日（日・祝）
前売発売開始

人形劇「ちいさいアリババと　　
　　　　　　　　　　40人の盗賊」
人形劇「ちいさいアリババと　　
　　　　　　　　　　40人の盗賊」

チケット発売日
６月８日（土）
10：00～
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