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休館日：９月２日（月）・17日（火）
　　　　９月３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：９月２日（月）・17日（火）

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

※敬老の日記念として60歳以上の人は無料で体験できます（申し
込み時にお伝えください）。

③秋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
簡単な修理の仕方を学びましょう！
と　き　９月８日（日）　ところ　稲美町役場  新館南側駐輪場
　　　　９月29日（日）　ところ　加古郡リサイクルプラザ
時　間　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ください
　（調整したい個所があれば、申込時に
　必ず電話で伝えください）。

①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　９月７日（土）、８日（日）、28日（土）、29日（日）
時　間　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。
②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　９月14日（土）、15日（日）、21日（土）、22日（日）
時　間　９：30～12：00、13：30～16：00
参加費　500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
申込・問合先　☎（079）437-7671（９：00～16：00）
対　　象　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『エアロビクス特別基礎講座』①『エアロビクス特別基礎講座』①『エアロビクス特別基礎講座』
　「エアロビクス」と聞くと難しそうに感じませんか？
　基本のステップを学ぶと楽しく動く事ができます。
　みんなで音楽に合わせて、楽しく動きましょう！
とき及び　９月30日（月） エアロビクスに必要なスト
内　　容 レッチ・筋トレ 
　　　　　10月７日（月） エアロビクスの基本ステップ
 練習
　　　　　10月14日（月） エアロビクス（初級）

３回コース　いずれも13：00～14：00
＊すべての日程で運動靴（内履き用）が必要です。

と こ ろ　いなみアクアプラザ

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。

定　　員　一般：10人　　　 会員：10人
料　　金　一般：1,500円　　会員：1,000円
一般特典　講習当日は当施設の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。
※トレーニングルームは講習会を受講してから利用できます。

申込方法　９月１日（日）から、いなみアクアプラザ窓
口で受付

とき及び　９月の毎週日曜日　
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窓口で受付中（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）

②『幼児水泳教室　無料体験』②『幼児水泳教室　無料体験』②『幼児水泳教室　無料体験』

と　き　12月７日（土）
　　　　開演  19：00（開場  18：30）
入場料　全席指定2,000円（当日：2,500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

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」

クリスマスコンサート2013

チェコの音楽文化を受け継ぎ洗練されたステージの
クリスマスコンサート！心から音楽を楽しむステージ
は多くの観衆を魅了します。

★第1水曜日の夜7時から夢コンサートでひとときを!★

9/4 水
さくら【クラシック】

vol.206

音の宝石箱【クラシック他】
潮風会【クラシック他】

10/2 水 vol.207

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

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）

※当日ご来場の方に「伍代夏子新曲CD」をプレゼントします

◎特別ゲスト　三山ひろし

好評発売中

コスモホール名画シアター

好評発売中

©2012「北のカナリアたち」
　　　　　　　  製作委員会

©2013「東京家族」
　　　　　　　　製作委員会

①『北のカナリアたち』
日本最北地、稚内、サロベツ、利尻島、礼
文島を舞台に、衝撃と感動の物語を描く。
と き  ９月15日（日）

②『東京家族』　
おかしくて、かなしい。これはあなたの
物語です。
と き  11月23日（土・祝）

①②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 800円（当日1,000円）
◆ペア券（２枚） 1,400円（当日1,800円）
◆セット券『北のカナリアたち』と『東京家族』と

のセット 1,400円（当日1,800円）
◆70歳以上、障害者手帳（１～３級）及び療育手帳

をお持ちの方は２割引
　ただし、割引の併用はできません。

チェコ少年合唱団「ボニ・プエリ」チェコ少年合唱団「ボニ・プエリ」チェコ少年合唱団「ボニ・プエリ」チェコ少年合唱団「ボニ・プエリ」

請求記号

おふろにいれて せな   けいこ／作・絵 E  セ
モナリザをさがせ マーイケ・コーレ／他作 E  コ

ふしぎこどもずかん科学 森本　信也／監修 J  40  フ
クモばんばとぎんのくつした 仁科　幸子／著 J 91 ニシ

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

大・大往生 鎌田　實／著 490  カ
環境の科学と技術 日経エコロジー／編著 519  カ
うちの犬の長生き大事典 若山　正之／監修 645  ウ
おれたちを笑うな！ 椎名　誠／著 915  シ

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。
　9 月28日（土） 11：00～12：00 次回　10月26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）

　9 月25日（水） 10：00～
　赤ちゃんから楽しめるお話がいっぱ～い！

「おはなしでてこい！」（子育て支援センター＆図書館コラボおはなし会）

＊としょかんえほん会＊
　 9 月 7 日（土）　11：00～ 次回　10月 ５ 日（土）
＊としょかんえほん会＋＊
　 9 月14日（土） 11：00～ 次回　10月12日（土）
＊スプーンおばさん＊
　 9 月21日（土） 14：30～ 次回　10月19日（土）
＊としょかんよちよちえほん会＊
　 9 月24日（火） 11：00～ 次回　10月15日（火）

※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

新しく入った本

さく え

ほかさく

ちょかま た みのるだい だいおうじょう

へんちょにっけいかんきょう か がく ぎじゅつ

かんしゅうわかやま まさゆきなが い  いぬ だい じ てん

ちょしい な まことわら

かんしゅうもりもとか がく しん や

ちょに しな さち こ

と　き　10月18日（金） ～ 11月10日（日）
　　　　9：00 ～ 17：00
ところ　いなみ文化の森 南側駐車場
主　催　稲美町立ふれあい交流館
共　催　稲美町菊の会（ふれあい交流館サークル）
※出品者を募集しています。
申込締切り  ９月29日（日）

と　き　９月21日（土）　開演   18：00 ～
ところ 　 いなみ文化の森 野外ステージ
            （雨天の場合は室内）

観　月　会

実りの秋　男性のためのクッキング講座
参加者募集

実りの秋　男性のためのクッキング講座
参加者募集

秋のひと時を文化の森で過ごしませんか。
甘酒やお茶席もご用意しています。

と　　き　10月13日（日）・27日（日）・
　　　　　11月３日（日・祝）　10：00 ～ 12：30
と こ ろ　ふれあい交流館　調理実習室
講　　師　高岩　ひろ子 氏
定　　員　20人（先着順）
参 加 費　2,500円（３回分）
申込開始　９月３日（火）

季節野菜を使った美味しいクッキング講座を開催いたします。
秋の美味しい味覚を楽しく調理しましょう！

第46回 稲美町菊花展

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。
稲美町美術展作品募集

　平成26年１月12日（日）に開催する成人式の企
画・運営をしていただく実行委員を募集しています。
応募資格　平成５年４月２日 ～ 平成６年４月１日に

生まれた人

成人式実行委員募集

チケット販売
9月28日（土）

10：00 ～

食の歳時記　～2013　爽秋～
そうしゅう
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