
☎  492－7700　FAX  492－7878

☎  492－7800　FAX  496－5074
http://www.inami-library.jp
book@inami-library.jp

休館日：７月１日（月）・16日（火）
　　　　７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：７月１日（月）・16日（火）

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

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
とき及び　前期　７月22日（月）～25日（木）　４日間
内　　容　後期　８月５日（月）～８日（木）　４日間
　　　　　前期、後期とも　同じスケジュール
　　　　　Ａコース　 9 ：30～10：30
　　　　　Ｂコース　11：15～12：15
と こ ろ　「いなみアクアプラザ」内のプール
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） 
申込方法　いなみアクアプラザ内で受付中（電話予約可）
そ の 他　前期は７月14日（日）、後期は７月28日

（日）までは全額返金しますが、以降は返金
できません。

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。
　詳細はお問い合わせください。

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』③『幼児・小学生水泳教室　無料体験』
　泳ぎに不安がある人、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、この機会に、ぜひ参加しま
せんか。
　なお、保護者はプールサイドから教室の様子を見学でき
ます。
と　　き　７月末までの毎週日曜日
　　　　　※７月21日は実施しません。
と こ ろ　「いなみアクアプラザ」内のプール

※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（電話予約可）

問合先　いなみアクアプラザ　☎４９６－５８５１（毎週火曜日：休館日）

広告内容等は、「稲美町有料広告掲載に関する要綱」にあてはまるものとさせて
いただきます。

（複数回掲載の場合は割引き有）

申込書に必要事項を記入のうえ、広告原稿を添付して掲載希望月の
2カ月前の各月10日までに、稲美町商工会へお申し込みください。

問合先　企画課情報係　☎492-9130

法令等の規定に違反し、または抵触するおそれのあるもの
公序良俗に反し、または反するおそれのあるもの
町の業務遂行に支障を及ぼすおそれのあるもの
町の信用または品位を害するおそれのあるもの
政治活動または宗教活動に係るもの
個人、法人または団体の意見広告及び名刺広告に係るもの
社会問題に関する主義主張及び係争中の声明広告に係るもの
人権侵害や差別を助長するおそれのあるもの
その他掲載する広告として適当でないもの

広 告 枠 数 月6枠まで

11,500部

「広報いなみ」広告掲載企業等を募集します

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

要入場整理券
（無料）
好評発行中

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　７月13日（土）まで
　　　　　　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
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　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」

好評発売中

★第1水曜日の夜7時から夢コンサートでひとときを!★

7/3 水
Suite（スーツ）   【クラシック】
Seele（ゼーレ）   【クラシック他】

vol.204

創憧会【邦楽】8/7 水 vol.205

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）

入場無料入場無料

好評発売中新しく入った本

期　　間　７月３日（水）～８月31日（土）
開館時間　９：00～20：00（閲覧室は19：40まで）

開館時間を延長します

請求記号

およぐひと 長谷川　集平／作 E  ハ
色わけいきものずかん アンドレ・ボス/絵 E  ボ

「大好き！」を見つけよう 中原　一歩／著 J  36  ナ
おこめができた！ ひさかたチャイルド／出版 J  61  オ

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

旅のかたち 内田　彩仍／著 290  ウ
万葉歌とめぐる野歩き植物ガイド春～初夏 山田　隆彦他／著 470  マ
しましまとギンガムチェックの手作り Bleu Blanche／編 594  シ
キャンプ、できちゃいました。  こいし　ゆうか／著 786  コ

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。
　7 月27日（土） 11：00～12：00 次回　８月31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＊
　 7 月 6 日（土）　11：00～ 次回　８月 ３ 日（土）
＊としょかんえほん会＋＊
　 7 月13日（土） 11：00～ 次回　８月10日（土）
＊スプーンおばさん＊
　 7 月20日（土） 14：30～ 次回　８月17日（土）
※広報いなみ６月号では７月13日（土）開催とお知らせしていま
　したが、変更になりました。

＊としょかんよちよちえほん会＊
　 7 月23日（火） 11：00～ 次回　８月20日（火）

＊一日図書館員＊　７月24日（水）・25日（木）
＊絵本の中のパン作り教室＊　８月 ４ 日（日）

夏休み恒例行事　募集案内は図書館まで

※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

7 月27日（土）  14：30～
場　所：ふれあい交流館２階ホール

そうべえ 夏のおはなし会スペシャル

さくしゅうへい は   せ  がわ

えいろ

ちょたび うち だ あや

ちょやま だ たかひこほかまんようか の ある しょくぶつ はる しょか

へんて づく

ちょ

ちょだい す み いっ  ぽ  なかはら

しゅっぱん

の

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。

入場無料入場無料

と　き　８月１日（木）～ 15日（木）
ところ　いなみ文化の森　ロビー

平　和　展

いなみ文化の森　ロビーコンサートいなみ文化の森　ロビーコンサート

広島・長崎の原爆被害の実相や現在の核兵器の状況などについて、
写真や図表を用いて分かりやすく説明したポスター展です。

と　き　８月10日（土） 13：30 ～
ところ　ふれあい交流館　２階ホール
出　演　・兵庫稲美少年少女合唱団
　　　　・frap（フラップ）　
　　　　・エルマーノ
　　　　・音の宝石箱

と　　き　９月1日（日）9：30～11：30
と こ ろ　ふれあい交流館　研修室１
講　　師　神吉　智子氏
対　　象　４歳以上の未就学児童とその保護者
定　　員　親子15組30人（先着順）
　※必ず児童１人につき、保護者 1 人で申し込んでください。
参 加 費　１組2,200円（材料費込）
申込開始　８月１日（木）から

活動日　第１・２・３・４　土曜日
　　　　15：00 ～ 17：00
ところ　ふれあい交流館　研修室２
会　費　月2,500円（入会金1,000円）

平和コンサート平和コンサート平和コンサート

サークル会員募集
〈稲美中国語会話サークル〉

ピアノ・コーラスなどで平和にちなんだ曲を演奏します。
入場無料ですのでお気軽にお越しください。

楽しく中国語会話を勉強しましょう。初心者大歓迎！

と　き　７月７日（日）19：30～
ところ　いなみ文化の森　ロビー
出　演　姫路ＶＥＮＴＵＲＥＳ

親子でつくろう！お花でアート教室親子でつくろう！お花でアート教室
お花や色紙などを使って、親子それぞれのアート作品を作ってみよう♪

とも こ
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