
☎  492－7700　FAX  492－7878

☎  492－7800　FAX  496－5074

休館日：６月２日（月）・16日（月）
　　　　６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：６月２日（月）・16日（月）

③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　６月14日（土）、15日（日）、28日（土）、29日（日）
時　間　９：30～12：00、13：30～16：00
参加費　500円　　　定　員　各回８人
※カッターナイフを使います。

④ペーパークラフト教室
　再生紙を使って手編みのカゴを作ります。
と　き　６月27日（金）
時　間　９：30～12：00
参加費　300円　　　定　員　10人
※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。
※申込時に色（ナチュラル・茶・ツートン）を決めてください。

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　６月１日（日）、７日（土）、８日（日）、
　　　　７月５日（土）、６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
　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　６月21日（土）、22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）

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。

稲美町立健康づくり施設「いなみアクアプラザ」

①『夏休み　短期水泳教室』参加者募集中①『夏休み　短期水泳教室』参加者募集中①『夏休み　短期水泳教室』参加者募集中
と　　き　７月21日（月）～ 24日（木）　４日間 
　　　　　　Aコース： 9：30～10：30　Bコース：11：15～12：15
　　　　　７月21日（月）・22日（火）　２日間 
　　　　　　Cコース：12：45～13：45
　　　　　８月４日（月）～ ７日（木）　４日間 
　　　　　　Dコース：  9：30～10：30　Eコース：11：15～12：15
対　　象　幼児（３才児～就学前）・ ジュニア（小学１～６年生）
　　　　　※Ｃコースは、幼児（３才児～就学前）のみとします。
定　　員　A・B・D・Eコース　各75人（先着順）
　　　　　※Cコース　10人（先着順）
料　　金　A・B・D・Eコース　5,000円（４日間）
　　　　　※Cコース　2,500円（２日間） 
申込開始日　６月９日（月）10：00から受付を開始します。
申込方法　アクアプラザ受付で所定の用紙に記入のうえ、参

加費を添えて申し込んでください。
※電話でも予約できます。
※電話予約後、一週間以内に入金がない場合は無効となり

ます。
そ の 他　以下の日程以降のキャンセルについては返金でき　

ません。 
A・B・Cコース：7月13日（日）まで 
D・Eコース：7月27日（日）まで 

④大好評!!『フィットネス２週間体験』④大好評!!『フィットネス２週間体験』④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、まずは2週間体験コースでお試しください。
と　　き　６月１日（日）～6月30日(月）　
内　　容　【フィットネス会員体験】　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プールフリー遊泳可
 【プール会員体験】　プールフリー遊泳可
対　　象　未入会の人（体験コースとしての利用は2週間のみです）
　　　　　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 なし 
料　　金 フィットネス会員体験　　３,000円（2週間）
 プール会員体験　　　　　 2,500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。 
 ※体験コースとしての利用は2週間のみです。
 ※トレーニングルームは初回講習会を受講してから利用できます。

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』
　　幼児水泳教室の無料体験を実施しています。
と　　き　６月８日・６月15日・６月22日（いずれも日曜日）
　　　　　７月６日・７月13日・７月27日（いずれも日曜日）
 幼　児⇒　 9:30～10:00　小学生⇒10:15～10:45
定　　員 各５人まで（体験は1人1回のみ） 
と こ ろ　いなみアクアプラザのプール 
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。

問 合 先　いなみアクアプラザ　☎４９６－５８５１（毎週火曜日：休館日）

③『2014年度　短期水泳教室通年会員』　募集中③『2014年度　短期水泳教室通年会員』　募集中③『2014年度　短期水泳教室通年会員』　募集中
　夏休み、冬休み、春休み短期水泳教室の通年会員を募集します。
と　　き　＊夏休み短期水泳教室　7月21日（月）～24日（木）

または8月4日（月）～7日（木）
＊冬休み短期水泳教室　12月23日（火）～26日（金）
＊春休み短期水泳教室　平成27年3月25日（水）～

28日（土）
※ただし夏休み短期水泳教室は、A・B・D・Eのいずれか1コースになります。
※Cコースは通年会員制度は利用できません。
対　　象　幼児（3歳児～就学前）・ ジュニア（小学1年～6年）
料　　金 　13,000円
申込開始日　６月９日（月）10：00から受付を開始します。
申込方法　アクアプラザ受付で所定の用紙に記入のうえ、参加

費を添えて申し込んでください。
※電話でも予約できます。
※電話予約後、一週間以内に入金がない場合は無効となります。

そ の 他　夏休み教室開始１週間前までのキャンセルは全額返金します。
※各短期教室については、それぞれ開始１週間前までのキャンセルで4,000円返金します。

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!★

6/4 水
兵庫稲美少年少女合唱団【合唱】
音の宝石箱【クラシック他】

vol.214

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）

7/2 水 vol.215
コスモシンフォニックウィンズ
さくら【クラシック】

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

好評発売中

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
全６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　
　　　　西宮市立甲陵中学校　三田市立長坂中学校
　　　　播磨町立播磨中学校　播磨町立播磨南中学校

要入場整理券
（無料）
好評発行中

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2014
COSMOCOSMO

８月17日（日）開演13：30（開場13：00）

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

☆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。

新しく入った本

請求記号

てんぐ、はなをかむ。 平田　景／絵 Ｅ  ヒ
くま！くま！くまだらけ モーリス・センダック／絵 Ｅ  セ

草と木で包む Ｕ．Ｇ．サトー／文と絵 Ｊ 38 ユ
ごたっ子の田んぼ 西村　豊／著 Ｊ 61 ニ

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

歯みがき革命！ 我妻　美夕紀／著 497  ア
１つ作って×３世代おかず 舘野　鏡子／著 596  タ
ソナチネ 小池　真理子／著 Ｆ  コイ
三銃士の息子 カミ／著 953  カ

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。
　6 月28日（土） 11：00～12：00 次回　７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）

＊としょかんえほん会＊
　 ６ 月 7 日（土）　11：00～ 次回　７月 ５ 日（土）

＊としょかんよちよちえほん会＊
　 6 月24日（火）　11：00～ 次回　７月23日（水）

＊としょかんえほん会+（プラス）＊
　 6 月14日（土）　11：00～ 次回　９月13日（土）
＊スプーンおばさん＊
　 6 月21日（土） 14：30～ 次回　７月19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

ちょかくめいは あずま み ゆ き

ちょつく たての きょうこせだい

ちょこ ま　り　こ

むすこ ちょさんじゅうし

いけ

ぶん えくさ つつき

ちょこ た にしむら ゆたか

えけいひら た

え

と　き　７月４日（金）～６日（日）
　　　　9：00～17：00

ところ　いなみ文化の森
　　　　ロビー

七　夕　展七　夕　展
願いを込めた短冊を大きな笹につるしましょう♪

と　　　き　７月20日（日）・ 27日（日）
　　　　　　８月３日（日）
　　　　　　10：00～11：30
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人（先着順）
受付開始日　６月３日（火）

いくこ

ゆかた着付け教室
参加者募集

ゆかた着付け教室
参加者募集

夏祭り！花火大会！盆踊り！
ゆかたを着て出かけよう♪
夏祭り！花火大会！盆踊り！
ゆかたを着て出かけよう♪

たな ばた
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