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休館日：８月５日（月）・19日（月）
　　　　８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：８月５日（月）・19日（月）

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

【稲美町立いなみ野水辺の里公園　夏休みイベント！】
『夏だ！思いっきりあそぼう！』『夏だ！思いっきりあそぼう！』

『水辺の夏をネイチャーゲームで楽しもう！』『水辺の夏をネイチャーゲームで楽しもう！』
昆虫や植物をからだで感じるネイチャーゲームは、
家族みんなで楽しめます。
　と　き　８月25日（日）10：00～12：00
　参加費　２００円
　持ち物　水筒・帽子
　定　員　20家族

「竹とんぼを作って飛ばそう！」「竹とんぼを作って飛ばそう！」

①木の実でオリジナルバッジ作り
　ドングリや枝を使って作るよ！
　　時　間　13：00～15：00
　　材料代　３００円
　　定　員　20人
②くるくるレインボー
　７色のきらきらテープがいろんな形に
　変わるよ！
　　時　間　13：00～15：00
　　材料代　３００円
　　定　員　20人

「夏休み工作教室！」「夏休み工作教室！」

申込・問合先　稲美町立いなみ野水辺の里公園
　　　　　　　 (毎週月曜休館、祭日は翌日休館)
TEL&FAX　０７９－４９７－９０１０
Email mizubenosato-i@bb.banban.jp

※材料の都合がありますので、お電話または、FAX
かメールで事前にご予約ください。

※申込み締切は開催日の前日までです。

竹とんぼ

竹とんぼ作りの名人が教えてくれるから誰でも
ものすごく飛ぶ竹とんぼが作れるよ！
　時　間　10：00～12：00
　材料代　純竹とんぼ１００円　
　　　　　スーパー竹とんぼ２００円
　定　員　50人

と　き　８月11日（日）と　き　８月11日（日）
参加費　３００円参加費　３００円

くるくる
レインボ―

くるみボタンの
バッチ稲美町立健康づくり施設「いなみアクアプラザ」

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』
　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。
とき及び　８月末までの毎週日曜日
内　　容　幼   児　 ９：30～10：00
　　　　　小学生　10：15～10：45

水なれから、バタ足、それぞれのレベルに合
わせたレッスン

と こ ろ　「いなみアクアプラザ」内のプール
対　　象　３歳児から小学生

※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）

②大好評!!『フィットネス　２週間体験』②大好評!!『フィットネス　２週間体験』②大好評!!『フィットネス　２週間体験』
　入会を迷われている人は、２週間体験コースで試してみませんか？
プールやトレーニングルームの他に、ヨガやエアロビクスなどのスタ
ジオプログラムも参加可能です。ぜひこの機会にお試しください。
とき及び　８月１日（木）～31日（土）　
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　未入会の方（体験コースとしての利用は２週間のみ）
16歳以上の運動が行える健康状態にある未入会の人
※18歳未満は保護者の同意が必要です。
※体験コースとしての利用は2週間のみです。
※初回講習会を受講してから利用できます。

定　　員　なし　　　　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 
　　　　　※電話での申し込みはできません。 

問合先　いなみアクアプラザ　☎４９６－５８５１（毎週火曜日：休館日）

10月４日（金）

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
妖艶な和服姿と澄みきった美声で、演歌界の女王
として安定した人気を誇る伍代夏子の歌声を存分
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）

◎特別ゲスト　三山ひろし

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!★

8/7 水
創憧会 【邦楽】

vol.205

さくら【クラシック】9/4 水 vol.206

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

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）
開演  13：30
【開場  13：00】

☆憧れのあの有名人!人気のお笑い芸人!などなど・・・
  有名人になりきってパフォーマンスの競演!!
  さあ、今年のグランプリはいったい誰の手に!?

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

そうどう

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

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

おとうさんもういっかい はた　こうしろう／作 E  ハ
ほら、ぼくペンギンだよ バレリー・ゴルバチョフ／作・絵 E  ゴ

水泳のコツ大研究 後藤　真二／監修 J  78  ス
夏っ飛び！ 横山　充男／作 J 91 ヨコ

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

全図解日本と世界の「発電」地図帳 矢沢サイエンスオフィス／著 543  ゼ
手作り食品レシピ帖 主婦と生活社／編 596  テ

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。
　8 月31日（土） 11：00～12：00 次回　９月28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＊
　 8 月 3 日（土）　11：00～ 次回　９月 ７ 日（土）
＊としょかんえほん会＋＊
　 8 月10日（土） 11：00～ 次回　９月14日（土）
＊スプーンおばさん＊
　 8 月17日（土） 14：30～ 次回　９月21日（土）
＊としょかんよちよちえほん会＊
　 8 月20日（火） 11：00～ 次回　９月24日（火）
＊夏の夜♡ドキドキおはなし会＊
　 8 月20日（火） 18：00～　（ふれあい交流館　和室）

※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

えさく

ちょや ざわぜんずかい せ かいに ほん はつでん ちずちょう

へんしゅちょう ふて づく しょくひん せいかつしゃ

かんしゅうすいえい だいけんきゅう ご とう しん じ

さくおみつよこやまなつ と

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

と　き　９月27日（金）13：30～
ところ　稲美町立文化会館 
　　　　コスモホール
講　師　講談師　旭堂　南海 氏
テーマ　「軍師黒田官兵衛」
　　　　 ～激動する戦国時代をどう生き抜いたか～

親子でつくろう！ お花でアート教室  参加者募集親子でつくろう！ お花でアート教室  参加者募集
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

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
広島・長崎の原爆被害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
　　　　・音の宝石箱
　　　　・エルマーノ
　　　　・frap（フラップ）

平和コンサート平和コンサート平和コンサート
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。

ふれあい交流館 文化講演会

展示期間　11月６日（水） ～ 10日（日）
募集部門　日本画、洋画、彫塑・工芸、書、写真
作品受付　10月12日（土） 10：00 ～ 16：00
と こ ろ　ふれあい交流館　２階ホール

稲美町美術展の作品を募集します。

要入場整理券
８月１日（木）発行開始
１人につき５枚まで

稲美町美術展作品募集
素晴らしい音楽との出会いと歌う喜びを楽しんでいます。また、
色々な音楽祭にも参加しています。ぜひ、体験してみてください。
活動日　第 1・2・3・4　木曜日　9：30 ～ 12：00
ところ　ふれあい交流館　２階ホール
講　師　池田　裕子 氏　　　会　費　月 2,500 円

サークル会員募集〈コール・コスモスサークル〉

きょくどう なんかい

ゆう こ
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