
☎  492－7700　FAX  492－7878

☎  492－7800　FAX  496－5074

休館日：７月７日（月）・22日（火）
　　　　７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：７月７日（月）・22日（火）

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） 
※申込みは現在受け付けています
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『７月限定イベント！無料体験』入会キャンペーン実施中♪♪④『７月限定イベント！無料体験』入会キャンペーン実施中♪♪
障がい者水泳教室・アクアビクス・体操教室・バレエ教室など、さまざまな
クラスで入会キャンペーンを実施しています。詳しくは、いなみアクアプラ
ザまでお問い合わせください。皆さんの申し込みをお待ちしています。

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。
と　き　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） 
申込方法　いなみアクアプラザ内で受付中（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『ベビースイミング教室 無料体験』入会キャンペーン実施中!!②『ベビースイミング教室 無料体験』入会キャンペーン実施中!!②『ベビースイミング教室 無料体験』入会キャンペーン実施中!!
ベビースイミング教室の無料体験を実施します。 陸上の運動とは違い、水
中では色々な運動効果があります。ぜひこの機会に参加してください。
と　き　月曜日：７月７日・14日・28日
　　　　水曜日：７月２日・９日・16日・30日
時　間　11：10～11：55 ※通常のレッスンと一緒に行います。
対　象　生後６カ月～２歳の乳幼児 ※保護者も一緒にプールに入ります。
定　員　各10組（体験は１人１回のみ）
申込方法 アクアプラザ受付で所定の用紙に記入のうえ、申し込んでください。
 ※電話でも予約できます。
入会特典 ７月中に８月入会の申し込みした場合、７月分月会費が無料になります。

④『７月限定イベント！無料体験』入会キャンペーン実施中♪♪

※無料体験有り（お琴は準備しています）。

広
告

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!★

7/2 水
コスモシンフォニックウィンズ
さくら【クラシック】

vol.215

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）

8/6 水 vol.216
創憧会【邦楽】

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　7月12日（土）まで  9：00～17：00
募 集 人 数　25人（組）程度 ※1組3分程度
参　加　料　3,000円
応 募 方 法　所定の申込用紙にてコスモホール事務

所にお申込みください。
※応募者多数の場合は、選考及び抽選とさせていただき

ます。
※詳細につきましては申込用紙をご覧ください。
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

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。
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。

ミュージカル ジュリアおたあミュージカル ジュリアおたあ
日本でキリスト教の洗礼を受け「ジュリアおたあ」とし
て激動の時代を凛として生き抜いた女性の物語
と　き　９月21日（日）
開　演　14：00（開場 13：30）
入場料　一般  2,000円
　　　　高校生以下 1,000円

チケット発売日
7月20日（日）

 10：00～

「ミュージカル  孫悟空」「ミュージカル  孫悟空」

そうどう

新しく入った本

請求記号

ミスターワッフル デイヴィッド・ウィーズナー／作 Ｅ  ウ
ふたごのたこたこウィンナー 西村 敏雄／絵 Ｅ  ニ

イヤムシずかん 盛口 満／文と絵 Ｊ 48 モ
モンスター・ホテルでおひさしぶり
 柏葉 幸子／著 Ｊ 91 カシ

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

地図のない場所で眠りたい 高野 秀行／著 290  タ
撥水素材でソーイング 水野 佳子／著 594  ミ
満月の道 宮本 輝／著 F  ミヤ
ぼくはスピーチをするために来たのではありません
 Ｇ.ガルシア＝マルケス／著 964  ガ

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。
　7 月26日（土） 11：00～ 次回　８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）

日ごろお目にかかれないエプロンシアターやブラックパネルシ
アターをぜひご覧ください！
　７月12日（土） 14：30～

☆そうべえ  夏のおはなし会スペシャル☆
　　　（いなみ文化の森　ふれあい交流館2Fホール）

＊としょかんえほん会＊
　 7 月 5 日（土）　11：00～ 次回　８月 ２ 日（土）

＊としょかんよちよちえほん会＊
　 7 月23日（水）　11：00～ 次回　８月19日（火）

＊としょかんえほん会+（プラス）＊
　 7 月はお休みです　 次回　９月13日（土）
＊スプーンおばさん＊
　 7 月19日（土） 14：30～ 次回　８月 ９ 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

ちょしょ ねむばち　ず のたか ひでゆき

ちょそ ざいはっすい みず の よし こ

ちょみちまんげつ てる

き

ちょ

みやもと

ぶんもりぐち みつる え

ちょかしわ ば さち こ

さく

えにしむら とし お

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

と　き　７月５日（土）19：00開演
ところ　いなみ文化の森　ロビー
出　演　竹山流津軽三味線　高橋　竹仙
　　　　津軽民謡　　　　　丸山　佳美

ピアノ・コーラスなどで平和にちなんだ曲を演奏し
ます。入場無料ですのでお気軽におこしください。
と　き　８月９日（土）13：30～
ところ　ふれあい交流館 ２階ホール
出　演　・音の宝石箱 ・コスモシンフォニックウィンズ
　　　　・Seele　・潮風会　・フラップ

平和コンサート

たな ばた

２歳で被爆し、10年後に白血病で亡くなった佐々木
貞子さんの一生を通して、原爆の被害と平和の大切
さを伝えるポスター展です。
また、アニメビデオを常時放映します。
と　き　８月１日（金）～15日（金）
ところ　いなみ文化の森 ロビー

平　和　展平　和　展平　和　展FFFF FFFF

「七夕コンサート」　魂の響き「七夕コンサート」　魂の響き

ちくせん

よしみ

いなみ文化の森　ロビーコンサートいなみ文化の森　ロビーコンサート

入場無料
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