
☎  492－7700　FAX  492－7878

☎  492－7800　FAX  496－5074

休館日：５月７日（水）・19日（月）

文化会館（コスモホール）
ふれあい交流館

図書館
休館日：５月７日（水）・19日（月）

③ガラスの時計作り
　板ガラスの上に色ガラスを使って絵を描き、溶かして
文字盤の模様にします。
と　き　５月24日（土）、25日（日）
時　間　９：30～12：00、13：30～16：00
参加費　500円　　　定　員　各回８人
※作品は後日の引き渡しとなります。

④春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が学べます。
と　き　５月11日（日）
場　所　加古郡リサイクルプラザ　３Ｒフェスタ会場内
時　間　９：30～11：00
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（調整したい個所を申込時

に電話でお伝えください）。

①ガラスのアクセサリー作り
　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　５月４日（日）、31日（土）、６月１日（日）
時　間　９：30～12：00、13：30～16：00
参加費　500円　　　定　員　各回８人
②ガラスのリメイク教室
　熱で柔らかくしたガラスびんからコップを作ります。
と　き　５月17日（土）、18日（日）
時　間　９：30～、10：50～、13：30～、14：50～
　　　　（各70分間）
参加費　500円　　　定　員　各回２人
※作品は後日の引き渡しとなります。

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　☎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『キッズダンス会員募集』①『キッズダンス会員募集』①『キッズダンス会員募集』
　楽しく踊ろうをモットーに『キッズダンス
スクール』を開催しています。
　ダンススクールなどの習い事が初めてのお
子さんも、お気軽にどうぞ！
と　　き　毎週水曜日　17：00～18：00
内　　容　キッズダンス(年中児～小学2年生） 
運動効果　基礎体力の向上、リズム感の育成、集中力の

向上、想像力の向上など
と こ ろ　いなみアクアプラザのスタジオ
定　　員　各20人
月 会 費　5,000円（３カ月・11～12回）
申込方法　 いなみアクアプラザ内で受け付けます。
　　　　　※電話による申し込みは出来ません。

③『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』③『幼児・小学生水泳教室無料体験』
　幼児水泳教室の無料体験を実施しています。 
　スイミングスクールに通わせるか迷われている人、子どもが 1 人でプールに入れるか不安な人など、
この機会にぜひ参加してみませんか。

②『体操教室　会員募集』②『体操教室　会員募集』②『体操教室　会員募集』
　楽しく体を動かす事をモットーに『体操教室』を開催
しています。
　体操が苦手なお子さんも、お気軽にどうぞ！
と　　き　毎週木曜日
　　　　　15：30～16：30（年少児～未就学児）

16：50～17：50（小学校１年～小学校６年）
内　　容 マット運動、鉄棒など
と こ ろ いなみアクアプラザのスタジオ
対　　象　年少児～小学校６年
定　　員 各20人
月 会 費 5,000円（３カ月・11回～12回）
申込方法 いなみアクアプラザ内で受け付けます。

※電話による申し込みは出来ません。

問 合 先　いなみアクアプラザ　☎４９６－５８５１（毎週火曜日：休館日）

と　　き　5月11日・5月18日・5月25日（いずれも日曜日）
　　　　　幼　児：9:30～10:00　小学生：10:15～11:45
内　　容　水なれからバタ足までそれぞれのレベルに合

わせたレッスンです。 
運動効果　基礎体力の向上、リズム感の育成、集中力の

向上、想像力の向上など
と こ ろ　いなみアクアプラザのプール

対　　象　３歳児から小学生まで
※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（電話予約で

きます）

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）
　　　　※②は小学４年生以上が対象です。

入場無料入場無料

★第１水曜日の夜7時から夢コンサートでひとときを!★

5/14 水
Suite（スーツ）【クラシック】
コスモシンフォニックウィンズ

vol.213

C O SMO　夢コンサートCO SMO　夢コンサートCO SMO　夢コンサートC O SMO　夢コンサートC O SMO　夢コンサート
開演19：00（開場18：30）

５月は第２水曜日に開催します。

6/4 水 vol.214
兵庫稲美少年少女合唱団【合唱】
音の宝石箱【クラシック他】

なりきりグランプリ2014なりきりグランプリ2014なりきりグランプリ2014COSMOCOSMO

８月17日（日）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、準グランプリ他、賞金・賞品が用意されています。
出演者募集　6月18日（水）～7月12日（土）9：00～17：00
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

第22回　コスモ吹奏楽祭第22回　コスモ吹奏楽祭
７月６日（日） 開演14：00（開場13：30）

稲美中学校、稲美北中学校をはじめ、
近隣中学校による吹奏楽の祭典です。

第 1部：演奏会
第 2部：課題曲講習

出演校　稲美中学校　稲美北中学校　ほか全６校

要入場整理券
５月４日（日）発行開始 

児童劇「ミュージカル　孫悟空」
みんなが大好きな孫悟空が三蔵法師や愉快な仲間たちと
ともに大活躍！夢と冒険の旅に出かけます。

さんぞうほうし ゆかい

と　き ： 8 月 2 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
※午前の部は、町内幼稚園の
　団体鑑賞を優先します。

そんごくう

５月18日（日）
10：00～
前売発売開始

新しく入った本

請求記号

おにぎりにんじゃ 北村　裕花／作 E  キ
海のひかり モリ―・バング＆ペニー・チザム／作 E  ウ

新なでしこゴール！！ 砂坂　美紀／ほか共著 J  78  シ
ラモーゼ　上・下 キャロル・ウィルキンソン／作 J  93 ウィ

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

今、なぜ、勉強するのか？ 松永　暢史／著 379  マ
本気で５アンペア 斎藤　健一郎／著 590  サ
野の風・花の風 熊田　千佳慕／著 726  ク
カレイドスコープの箱庭 海堂　尊／著 F  カイ

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。
　5 月31日（土） 11：00～12：00 次回　６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）

　5 月 3 日（土・祝） 10：00～14：00
いつも大人気！除籍された本をお譲りします。

ふれあいまつり☆リサイクル図書☆

特別整理期間のため、5月14日（水）～22日（木）は休館します。
休館前は貸出期間と貸出冊数を変更します。

４月30日（水）～５月13日（火）
貸出期間　　２週間→３週間
貸出冊数　　 ７冊 → 10冊　＊CDなどは変更なし

蔵書点検による休館のお知らせ

＊としょかんえほん会＊
　 5月はお休みです 次回　６月 ７ 日（土）

＊としょかんよちよちえほん会＊
　 5 月27日（火）　11：00～ 次回　６月24日（火）

＊としょかんえほん会+（プラス）＊
　 ５ 月10日（土） 11：00～ 次回　６月14日（土）
＊スプーンおばさん＊
　 ５ 月24日（土） 14：30～ 次回　６月21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

いま べんきょう まつなが のぶふみ ちょ

ほん き さいとう けんいちろう ちょ

ち　か　ぼ ちょくま だの かぜ はな かぜ

はこにわ かいどう たける ちょ

きょうちょすなさか み　き

さく

きたむら さくゆう か

さくうみ

春を飾る山野草が、皆さんをお待ちしています。
と　き　５月10日（土）～11日（日）
　　　　９：00～17：00
            （ただし、11日（日）は16：00まで）
ところ　稲美町立ふれあい交流館
　　　　研修室・ギャラリー
主　催　稲美町立ふれあい交流館
主　管　＜ふれあい交流館サークル＞
　　　　いなみ野山野草の会

さつき盆栽展さつき盆栽展
盆栽・山野草を多数展示しています。

と　き　５月23日（金）～25日（日）
　　　　9：00～17：00
            （ただし、25日（日）は15：00まで）

ところ　稲美町立ふれあい交流館　2階ホール

主　催　稲美町立ふれあい交流館

主　管　＜ふれあい交流館サークル＞
　　　　稲美町盆栽同好会

いなみ野山野草展 ～ 春 ～いなみ野山野草展 ～ 春 ～いなみ野山野草展 ～ 春 ～
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