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休館日：11月５日（火）・18日（月）
　　　　11月６日（水）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：11月５日（火）・18日（月）

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

④ペーパークラフト（ミニバスケット）教室
　再生紙を使って動物やハートのカゴを作ります。
と　き　11月29日（金）　　　時　間　９：30～15：30
参加費　300円　　　　定　員　10人
対　象　稲美町または播磨町にお住まいの大人の人

※昼食、木工用ボンド、はさみ、洗濯バサミ（小10個）をお持ちください。
⑤クリスマスキャンドルホルダー（ろうそく立て）・クリ
スマスボール作り
　ガラス製キャンドルホルダーまたはクリスマスボールに絵
付けをします。クリスマスの飾りつけにどうぞ。
と　き　12 月１日（日）、７日（土）、８日（日）
時　間　９：30 ～ 12：00、13：30 ～ 16：00
参加費　300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）
⑥紙すき年賀ハガキ作り
　一年間お世話になった人に、牛乳パックを使った紙すきで、
心のこもった年賀状を送りませんか？
と　き　11月30日（土）、12月７日（土）
時　間　９：30～12：00
参加費　無　料　　　　定　員　15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）
※切り抜いた図柄や押し花などをお持ちくだされば、より素敵なハガ

キができます。

②～⑥のイベントは、加古郡リサイクルプラザへ電話で申し
込んでください。

①ガラス製銅鐸型風鈴作り
　「播磨町大中遺跡まつり」の特別企画です。ガラス製の銅鐸
型風鈴に絵を描きます。
と　き　11月２日（土）　※雨天決行
受　付　10：00から限定120個（体験時間約60分）
ところ　大中遺跡まつり会場内『古代村市場』の加古郡リサ

イクルプラザ体験ブース
参加費　無　料
申　込　大中遺跡まつり当日に直接、加古郡リサイクルプラ

ザ体験ブースへお越しください。
②干支のはんこ作り（サンドブラスト）
　ガラス製のはんこに砂を吹き付けて加工します。2014年の干支

『午』の模様などをデザインして年賀状に使ってみましょう！
と　き　11月10日（日）、16日（土）、17日（日）、23日（土）、24

日（日）、30日（土）
時　間　９：30～12：00、13：30～16：00
参加費　300円　　　　定　員　各回８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って、ガラスに加工します。
③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　11 月３日（日・祝）、９日（土）
時　間　９：30 ～ 12：00、13：30 ～ 16：00
参加費　500円　　　　定　員　各回８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）

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　☎ 437-7671
　　　　　　　（９：00～16：00）
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稲美町立健康づくり施設「いなみアクアプラザ」

①『冬休み短期水泳教室』①『冬休み短期水泳教室』①『冬休み短期水泳教室』
　アクアプラザの短期水泳教室で、体と心を鍛えよう。
と　　き　12月25日（水）～27日（金）３日間
　　　　　9:30～10:30
と こ ろ　いなみアクアプラザのプール
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　75人（先着順）　　　料　　金　3,750円
申込方法　いなみアクアプラザ内で12月２日（月）９：00

から受付（電話予約可）

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』②『幼児・小学生水泳教室　無料体験』
　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　11月10日、17日、24日（いずれも日曜日）
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
せたレッスンです。

と こ ろ　いなみアクアプラザのプール
対　　象　３歳児から小学生

※オムツが外れていて、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）

　幼児、ジュニア対象の『クラシック・バレエ教室』の生徒
を募集します。習い事が初めてのお子さんも、この機会に
参加してみませんか ? 見学も随時募集しています。
と　　き　11月11日、18日、25日（いずれも月曜日）
　　　　　15：30～16：30　16：50～17：50 
と こ ろ　いなみアクアプラザのスタジオ 
対　　象　年中児～中学生 
定　　員　なし　　　
料　　金　会費5,000円／月 
申込方法　いなみアクアプラザ内で受付（電話予約可）

※見学希望の人は、連絡時に「見学希望」とお伝え
ください。

問合先　いなみアクアプラザ　☎４９６－５８５１（毎週火曜日：休館日）
③『クラシック・バレエ教室生募集』③『クラシック・バレエ教室生募集』③『クラシック・バレエ教室生募集』

　音楽に合わせて、心と体をリフレッシュ！！
と　　き　木曜日　11：10～12：10
　　　　　金曜日　19：30～20：30
と こ ろ　いなみアクアプラザのプール
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　なし　　　
料　　金　会費5,000円／月
申込方法　いなみアクアプラザ内で受付

④『アクアビクス教室生募集』　④『アクアビクス教室生募集』　④『アクアビクス教室生募集』　

『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。ご了承ください。

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）

11/6 水 加古雅道会【雅楽】vol.208

12/4 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.209入場無料入場無料

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

好評発売中と　　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）
地元出演　兵庫稲美少年少女合唱団
※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。

と　　　き　平成26年２月９日（日）
　　　　　　開演 　10：00（開場  9：30）
出演者募集　11月16日（土）～12月１日（日）

　スタインウェイピアノを多くの方に演奏していた
だくイベントです。
　子どもから大人まで出演者を一般募集します。

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」

COSMOバレンタインピアノコンサートCOSMOバレンタインピアノコンサート

請求記号

いのちの木 ブリッタ・テッケントラップ／作絵 Ｅ  テ
どんぐりむらのどんぐりえん なかや みわ／さく Ｅ  ナ

おかし  なかがわ　りえこ／ぶん Ｊ 59  ナ
だいすき！カボチャのおくりもの 岡田　貴久子／作 Ｊ 91 オカ

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

レンズが撮らえた150年前の日本 小沢　健志／監修 210.5  レ
木の実の呼び名辞典 亀田　龍吉／写真・文 471  カ
レンガ＆ストーンで素敵な庭づくり 学研パブリッシング／編 629  レ
高砂 宇江佐　真理／著 Ｆ ウエ

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。
　11月23日（土・祝）11：00～12：00 次回　12月21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＊
　11月 2 日（土）　11：00～ 次回　12月 ７ 日（土）
＊としょかんえほん会＋＊
　11月 9 日（土） 11：00～ 次回　 ２ 月 ８ 日（土）

＊スプーンおばさん＊
　11月16日（土） 14：30～ 次回　12月14日（土）

＊としょかんよちよちえほん会＊
　11月26日（火） 11：00～ 次回　12月17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

き さく え

かんしゅうと お ざわ たけ しに ほんねんまえ

しゃしんき み よ な かめ だ りゅうきち ぶんじ てん

にわ へんがっけんす てき

う　え　ざ ま　り ちょたかさご

き　く　こだ さくおか

　松・竹・梅・葉ぼたんなどを寄せ植えして作る
門松です。
と　　き　12月21日（土）13：30 ～ 15：00
と こ ろ　いなみ文化の森　正面玄関
定　　員　20人（先着順）
参 加 費　3,000円（材料費含む）
申込開始　12月３日（火）から

と　　き　11月24日（日）　10：20 ～
と こ ろ　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

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芸能フェスティバル

と　　き　11月６日（水） ～ 10日（日）
9：00 ～ 17：00

（ただし、10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
運営協力　稲美町美術協会

　日本画、洋画、彫塑・工芸、書、写真の各部門の入選
作品を展示します。多数のご来場をお待ちしています。

稲美町美術展

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

入場無料入場無料

門松づくり教室参加者募集
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