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休館日：10月７日（月）・21日（月）
　　　　10月１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：10月７日（月）・21日（月）

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

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　10月12日（土）、13日（日）、26日（土）、27日（日）
　　　　9：30～、10：50～、13：30～、14：50
　　　　（各70分間）
参加費　500円
定　員　各回２組４人（おひとりでも申込可）
対　象　稲美町または播磨町に住む小学４年生以上の人
※作品は後日の引渡しとなります。

①ガラス製ペーパーウェイト作り（サンドブラスト）
　ガラス製のペーパーウェイトに砂を吹き付けて絵を描
きます。
と　き　10月５日（土）、６日（日）、19日（土）、20日（日）
　　　　9：30～12：00、13：30～16：00
参加費　500円
定　員　各回10人
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）

※カッターナイフを使います。

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）

稲美町立健康づくり施設「いなみアクアプラザ」

①ダイエット月間  『目指せ！マイナス２㎏①ダイエット月間  『目指せ！マイナス２㎏』①ダイエット月間  『目指せ！マイナス２㎏』
　運動と食事、ともに管理しながら、日ごろの自分自身を見直
すチャンスです。
　ぜひこの機会に真剣にダイエットに取り組んでみませんか？
とき及び　11月６日（水）～30日（土）
内　　容　１ヶ月間、トレーニングルーム・プールを使用できま

す。運動・食事のカロリーを計算し、日々コツコツと
減量していきます。毎週スタッフとカウンセリング
を行い、計画的に運動します。

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　10人
料　　金　10,000円（１ヶ月の施設使用料込み）
特　　典　期間内は当施設のトレーニングルーム・スタ

ジオ・プール使い放題
体組成（脂肪量、筋肉量）測定を無料で実施
※トレーニングルーム利用の際は初回講習会を受講してください。

申込方法　10月２日（水）～10月23日（水）
　　　　　いなみアクアプラザ受付にて申込み

※申し込み期間内にカウンセリングを行います。
※電話で申し込み、予約もできます。

　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」をモットーに
『ジュニアストリートダンススクール』を開催しています。
対　　象　キッズダンス：年中児～小学２年生
　　　　　ジュニアストリートダンス：小学生以上
とき及び　キッズダンス　　毎週水曜日　17:00～18:00
内　　容　ジュニアストリートダンス　毎週土曜日　13:00～14:00
月 会 費　5,000 円 
発 表 会　稲美ふれあいまつりの参加を含めて、
　　　　　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）
②『キッズダンス・ジュニアストリートダンス会員募集』②『キッズダンス・ジュニアストリートダンス会員募集』②『キッズダンス・ジュニアストリートダンス会員募集』

　一般利用者対象の、フィットネス2週間体験です。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　10月２日（水）～28日（月）　
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。 
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。

※初回講習会を受講してから利用できます。

③大好評!!『フィットネス　２週間体験』③大好評!!『フィットネス　２週間体験』③大好評!!『フィットネス　２週間体験』

『メンテナンス休館』のお知らせ
メンテナンスの為、10月29日（火）～11月5日（火）
を休館とします。

10月４日（金）
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

好評発売中

コスモホール名画シアター

好評発売中

『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）
　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）
　◆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。

©2013「東京家族」
　　　　　　　　製作委員会

★第1水曜日の夜7時から夢コンサートでひとときを!★

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）

10/2 水
音の宝石箱【クラシック他】
潮　風　会【クラシック他】

vol.207

入場無料入場無料

次回　11月6日（水）

兵庫県内の合唱グループ（13団体）が一堂に集い、
心地良いハーモニーを奏でます。
　と　き　11月17日（日）
　開　演　13：30（開場13：00）
　入場料　無料（整理券必要）

ひょうご合唱の祭典

入場料　全席指定4,800円
　　　　（当日5,300円）

 伍代夏子　演歌まつり 伍代夏子　演歌まつり

請求記号

きょうのシロクマ あべ　弘士／作 E  ア
どじにんじゃ 新井　洋行／作・絵 E  ア

肥料と土つくりの絵本 藤原　俊六郎／監修 J  61  ヒ
わらうきいろオニ 梨屋　アリエ／作 J 91 ナシ

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

深海の世界 ニュートンプレス／出版 481  シ
演じてみようつくってみよう紙芝居 長野　ヒデ子／編著 779  ナ
脳がスッキリ！ひらめきクイズ 篠原　菊紀／監修 798  ノ
うつ病放浪記 工藤　美代子／著 916  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。
　10月26日（土） 11：00～12：00 次回　11月23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＊
　10月 5 日（土）　11：00～ 次回　11月 ２ 日（土）
＊としょかんえほん会＋＊
　10月12日（土） 11：00～ 次回　11月 ９ 日（土）
＊としょかんよちよちえほん会＊
　10月15日（火） 11：00～ 次回　11月26日（火）
＊スプーンおばさん＊
　10月19日（土） 14：30～ 次回　11月16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

新しく入った本

さくしひろ

さくひろゆきあら い え

しゅっぱんせ かいしんかい

へんちょえん かみしば い なが の こ

かんしゅうしのはら きくのりのう

ちょく どう み　よ　こびょうほうろう き 

かんしゅうふじわらえ ほんつちひりょう しゅんろくろう

さくなし や

と　き　10月19日（土）　9：00 ～ 17：00
　　　　　　20日（日）　9：00 ～ 16：00
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　いなみ野山野草の会（ふれあい交流館サークル）

と　　　き　11月24日（日）　10：20 ～
と　こ　ろ　稲美町立文化会館 コスモホール
主　　　催　稲美町芸能フェスティバル実行委員会
　　　　　　稲美町文化連盟
出演者募集　高校生以下　【定員】若干名

民舞・詩吟・邦楽などの発表、いけ花の展示に
お茶席も用意しています。大抽選会もお楽しみに！

芸能フェスティバル

と　　き　11月６日（水） ～ 10日（日）
と こ ろ　ふれあい交流館　２階ホール
募集作品受付日時　10月12日（土）10：00 ～ 16：00
募集作品受付場所　ふれあい交流館　２階ホール
部　　門　日本画、洋画、彫塑・工芸、書、写真
主　　催　稲美町立ふれあい交流館
運営協力　稲美町美術協会

多数のご来場をお待ちしています。
稲美町美術展

着物を着て新年を迎えませんか？
と　　き　11月23日（土・祝）・30日（土）
　　　　　12月14日（土）・21日（土）
　　　　　10：00 ～ 11：45
と こ ろ 　 ふれあい交流館 和室
講　　師　菊本　郁子 氏　　　参 加 費　500円
定　　員　15名（先着順）　　申込開始　10月２日（水）から

着付教室参加者募集

おしゃれでステキな小物がいっぱい！！
と　き　11月9日（土）・10日（日）
　　　　9：30 ～ 12：00、13：30 ～ 16：00（午前・午後計4回）
ところ　ふれあい交流館 ギャラリー2
定　員　各回６名（申込みはふれあい交流館まで）
材料費　500円～1,500円程度（見本を事務所前に展示しています。）
編物作品展　10月29日（火） ～ 11月10日（日）　ふれあい交流館 ギャラリー1

サークル会員募集中！！

編物サークル体験講習会

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）

第46回 稲美町菊花展

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。

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。

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」

いなみ野山野草展　～ 秋 ～いなみ野山野草展　～ 秋 ～

と　き　10月25日（金） ～ 27日（日）
　　　　9：00 ～ 17：00（27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　稲美町盆栽同好会（ふれあい交流館サークル）

秋 季 盆 栽 展

いくこ

ちょうそ
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