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休館日：６月３日（月）・17日（月）
　　　　６月４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３日（月）・17日（月）

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

　　　　④14：50（各70分間）
参加費　500円
定　員　各回２組４人（一人でも申し込みできます）
※作品は後日の引き渡しとなります。
③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14日（金）
時　間　9：30～12：00
参加費　300円　　　定　員10人
対　象　稲美町または播磨町に住む大人のかた
※洗濯バサミ（小10個）をお持ちください。

①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８日（土）、９日（日）、22日（土）、23日（日）
時　間　9：30～12：00、13：30～16：00
参加費　500円　　　定　員　各回８人
※作品は後日の引き渡しとなります。
②ガラスのリメイク
　熱で柔らかくしたガラスびんを加工して、コップを作
ります。
と　き　６月15日（土）、16日（日）、29日（土）、30日（日）
時　間　①9：30～、②10：50～、③13：30～、

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　☎（079）437-7671（９：00～16：00）
対象　①②は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）

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　前期 ７月22日（月）～25日（木）　４日間
　　　　　後期 ８月５日（月）～８日（木）　４日間

Ａコース　9：30～10：30　Ｂコース　11：15～12：15
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75人（先着順）
料　　金　5,000円（４日間） 
そ の 他　前期７月14日（日）、後期７月28日（日）までのキャンセル

については全額返金しますが、以降は返金できません。

③『幼児・小学生水泳教室無料体験』③『幼児・小学生水泳教室無料体験』③『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。
と　　き　７月末までの毎週日曜日（６月２日、６月９日、

７月21日は実施しません）
定　　員　５人（期間内１人１回のみ）
申込方法　いなみアクアプラザで受付中（電話予約可）

⑤『健康セミナー　心肺蘇生法(CPR)』⑤『健康セミナー　心肺蘇生法(CPR)』⑤『健康セミナー　心肺蘇生法(CPR)』
　「健康」や「スポーツ」に関する三つのテーマで勉強会と
実技を開催します。一日のみの参加もできます。
とき及び　６月24日（月）　救命処置①：「心肺蘇生法(CPR)」講義
内　　容　7月 1日（月）　救命処置②：「心肺蘇生法(CPR)」実技
　　　　　7月 8日（月）　救命処置③：「心肺蘇生法(CPR)」

応急手当
３回コース　いずれも13：00～14：00

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）

定　　員　会員：20人　  一般：10人
料　　金　会員：300円　一般：1,000円
一般特典　講習当日、トレーニングルームとプールを無料で

使用できます。体組成（脂肪量、筋肉量）測定を
無料で行います。

申込方法　いなみアクアプラザで受付中（電話予約可）

②『2013年度　短期水泳教室通年会員』募集中②『2013年度　短期水泳教室通年会員』募集中②『2013年度　短期水泳教室通年会員』募集中
　夏休み、冬休み、春休みの各期に開催している短期水泳教
室の通年会員を募集します。
と　　き　＊夏季短期水泳教室 前期：７月22日（月）～25日（木）
   後期：8月５日（月）～８日（木）

　※前期または後期のいずれか
＊冬季短期水泳教室　12月24日（火）～27日（金）
＊春季短期水泳教室　平成26年３月24日（月）～27日（木）

対　　象 幼児（３歳児～就学前）　ジュニア（小学１年～６年）
料　　金　13,000円
そ の 他　キャンセルについての詳細はアクアプラザまでお

問い合わせください。
申込方法 ①②とも電話で先行予約できます。

※電話予約後、一週間以内に入金がない場合は無効になります。

問 合 先　いなみアクアプラザ　☎４９６－５８５１（毎週火曜日：休館日）

④『フィットネス　2週間体験』④『フィットネス　2週間体験』④『フィットネス　2週間体験』
　入会を迷われている人は、２週間コースでお試しください。
と　　き　６月１日（土）～30日（日）
時　　間　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

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）

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

※電話での申し込みはできません。

コスモ なりきりグランプリ2013コスモ なりきりグランプリ2013コスモ なりきりグランプリ2013
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
募 集 人 数　24人（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。

※応募者多数の場合は、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

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!★

6/5 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.203

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）

次回 7月3日（水）

入場料
　全席指定4,800円（当日5,300円）
　※就学児以上同一料金、割引制度なし。
　※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

コスモホール名画シアターコスモホール名画シアター
「天地明察」
と　き　6 月23日（日）
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）
詳細は、コスモホールへお問合せください。

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）

と　　き　7月13日（土）14：00 ～（約１時間30分）
と こ ろ　稲美町立文化会館コスモホール
募集期間　６月10日（月） ～ 30日（日）
参 加 費　無料
定　　員　15人（高校生以上）
　　　　　※申込み多数の場合は抽選とします。
申込方法　所定の申込用紙でコスモホール事務所へ
　　　　　申し込んでください（FAX、Eメール可）。

コスモバックステージツアー
コスモホールの舞台の裏側をのぞいてみませんか！

好評発売中

好評発売中

新しく入った本

請求記号

うしろのダメラ あきやま　ただし／著 E  ア
さかさまになっちゃうの クレア・アレクサンダー/さく E  ア

世界を変えた建物 クリスティーネ・パクスマン／著 J  52 パ
家出しちゃった 藤田　千津／作 J  91 フジ

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

子どもが夢中になる絵本の読み聞かせ方 景山　聖子／著 019  カ
「マイホームの常識」にだまされるな！  長嶋　修／著 365  ナ
食べる野草図鑑 岡田　恭子／著 596  オ
自然と親しむはじめてキャンプ JTBパブリッシング 786  シ
正義のセ　1～3 阿川　佐和子／著 F アガ

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。
　6 月22日（土） 11：00～12：00 次回　７月27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＊
　 ６ 月 1 日（土）　11：00～ 次回　７月 ６ 日（土）

＊としょかんよちよちえほん会＊
　 6 月25日（火）　11：00～ 次回　７月23日（火）

＊としょかんえほん会+（プラス）＊
　 6 月 8 日（土）　11：00～ 次回　８月10日（土）
＊スプーンおばさん＊
　 6 月15日（土） 14：30～ 次回　７月13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
ちょ

ちょむちゅう かたきよほんえこ かげやま せい

ちょながしま おさむじょうしき

ちょおか きょうこや そう ず かんた

したし ぜん

ちょあ がわ さ　わ　こぎせい

ちょせ かい か たてもの

さくいえ で ふじ た ち ず

だ

こ

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」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～

第21回 コスモ吹奏楽祭第21回 コスモ吹奏楽祭第21回 コスモ吹奏楽祭
と　き　７月20日（土） 
開　演　14：00【開場 13：30】
中学校全６校による吹奏楽の祭典です。
出演校　・稲美町立稲美中学校　・稲美町立稲美北中学校
　　　　・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

と　き　７月５日（金）～７日（日）
ところ    いなみ文化の森　ロビー

七　夕　展七　夕　展
願いを込めた短冊を大きな笹につるしてみませんか。

ゆかた着付け教室参加者募集ゆかた着付け教室参加者募集

と　き　８月２日（金）・９日（金）・16日（金）
　　　　10：30 ～ 12：00
ところ　ふれあい交流館  研修室3
講　師　永森　木綿子 氏
参加費　600円（材料費込）
定　員　10人（先着順）
対　象　小学生
受付開始日　６月２日（日）から

夏休み！ 子ども紙粘土教室参加者募集夏休み！ 子ども紙粘土教室参加者募集

と　き　７月28日（日）・８月４日（日）・10日（土）
　　　　10：00～11：30
ところ　ふれあい交流館  和室
講　師　菊本　郁子 氏
参加費　200円
定　員　15名（先着順）
受付開始日　６月２日（日）から

夏祭り！花火大会！盆踊り！
ゆかたを着て出かけよう♪

紙粘土を使って、ケーキ型の貯金箱を作ってみませんか？

いくこ

ゆ　う　こ

要入場整理券
（無料）
好評発行中
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