
☎  492－7700　FAX  492－7878

☎  492－7800　FAX  496－5074

休館日：８月４日（月）・18日（月）
　　　　８月５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：８月４日（月）・18日（月）

「夏休みお助け工房」　夏休みの宿題の工作に何を作るか、もう決まりましたか？ 加古郡リサイクルプラザ
では夏休み期間中の水～日曜日、様々なリサイクル体験教室を開催しています。（要予約）

【対象】小学生以上（１～３年生は保護者同伴）
【内容】 ・紙すきを使った万華鏡作り　　　・ペーパークラフトのカゴ作り　　　・牛乳パック椅子作り
 ・ペットボトルを使った貯金箱　　・ガラス工房での風鈴作りや貯金箱、ぶんちん、はんこ作りなど

※詳しい内容については、加古郡リサイクルプラザのホームページ（http://kakoeisei.or.jp/wordpress/）
をご覧ください。またお電話でお問い合わせください。

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『幼児・小学生水泳教室無料体験』①『幼児・小学生水泳教室無料体験』①『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。
と　き　８月３日、17日、24日、31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）

③『第7回 水泳大会』参加者大募集！！③『第7回 水泳大会』参加者大募集！！③『第7回 水泳大会』参加者大募集！！
と　き　９月21日（日）10：00～15：00
内　容

（１）部　門
 ・小学低学年の部　　・小学高学年の部
 ・中学、高校の部　　・一般Aの部（18歳～39歳）
 ・一般Bの部（40歳以上）
 ・一般Cの部（60歳以上）←新設の部　 

（２）種　目
 ・自由形  25m・50m・100m ・背泳ぎ  25m・50m
 ・平泳ぎ  25m・50m ・バタフライ  25m・50m
 ・個人メドレー  100m ・板キック 25m（シングル、ペア）
 ・リレー（25ｍ×4人） 100m（男女、部門、複合チーム参加可）
対　象　会員、スクール生に限らず、どなたでも参加でき

ます。
　　　　※水着、スイミングキャップを着用してください。
料　金　エントリー　１人　1,000円（３種目まで可）
　　　　リレー　１チーム　1,000円
特　典　各部門の優勝者には表彰状を進呈
　　　　競技種目参加者には粗品進呈 
申込方法　参加費をお持ちのうえ、いなみアクアプラザで申

し込む ※電話による申し込み、予約はできません。
その他　９月15日（月・祝）以降のキャンセルは返金しません。

② 大好評!!『２週間体験』② 大好評!!『２週間体験』② 大好評!!『２週間体験』
一般利用者対象の、フィットネス会員・プール会員の２週間体験です。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。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にも参加可能です。ぜひこの機会に体験しませんか。
と　き　８月１日（金）～31日（日）
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。※体験コースの利用は２
週間のみです。※初回講習会を受講してからの利用となります。

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（電話申込不可）

問 合 先　いなみアクアプラザ　☎４９６－５８５１（毎週火曜日：休館日）

★第１水曜日の夜7時から夢コンサートでひとときを!★

8/6 水 vol.216 創憧会【邦楽】

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）

9/3 水 vol.217 兵庫大学吹奏楽部【吹奏楽】
潮風会【クラシック】

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

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）
☆憧れのあの有名人！ 人気のお笑い芸人！ などなど…
　有名人になりきってパフォーマンスの競演！！
　さあ、今年のグランプリはいったい誰の手に !?
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

入場無料入場無料

宝くじ文化公演
TAO DRUM ROCK

毎年恒例の海外合唱団と兵庫
稲美少年少女合唱団とのハー
モニーをお楽しみください♪
と　き　10月12日（日）
開　演　14：00（開場　13：30）
入場料　全席指定席 2,000円（当日2,500円）
※５歳以上有料  
※４歳以下のお子様の入場はお断りいたします。

　20か国・400都市、世界観
客動員数600万人を誇るドラム
アートパフォーマンス。伝統楽
器を用いながら概念に囚われな
い音楽、極限まで鍛え上げたア
ーティストが演奏する圧巻の舞台。
今回は特別LIVEバージョンをお届けします。
と　き　11月18日（火）
開　演　18：00（開場　17：30）
入場料　全席指定席　一般2,000円（当日2,500円）
　　　　高校生以下1,000円（当日1,500円）
※４歳以下のお子様の入場はお断りいたします。
※５歳以上有料。

入場無料入場無料

好評発売中

好評発売中

世界最高峰のモスクワ合唱アカデミーが生んだ最高のボーカルグループ！
ボーカル・アンサンブル

ボーカデミア来日公演

徳川家康が最後に愛した女性、ジュリア
おたあ。
キリスト教信仰とともに、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　15：00（開場　14：30）
入場料　一般　2,000円（当日2,500円）
　　　　高校生以下　1,000円（当日1,500円）
※就学児以上有料
※未就学児の入場はお断りいたします。

「十七人のサムライ」LIVE

9月14日（日）
10：00～
前売発売開始

コスモホール　～工事休館のお知らせ～
　舞台機構改修工事のため、次の期間コスモホール
を休館します。皆さまにはご迷惑をおかけします
が、何卒よろしくお願いします。
休館期間　平成27年1月16日（金）～平成27年3月25日（水）
※なお、ふれあい交流館、図書館については通常  

どおり開館しています。

新しく入った本

請求記号一般書

脱！スマホのトラブル 佐藤  佳弘／著 007  サ
ひんやりさっぱり夏レシピ 村井 りんご／著 596  ム
ＰＰバンドで作るかわいいプラかごとバッグ
 古木 明美／著 754  フ
天の光 葉室 麟／著 Ｆ  ハム

写真で知る！びっくり日本一 パイインターナショナル／出版 Ｊ 29 シ
ぼくたちけっこうすごいかも いとう ひろし／作 Ｊ 91 イト

請求記号
児童書

へいわってすてきだね 長谷川 義史／画 　Ｅ  ハ
妖怪交通安全 広瀬 克也／作 　Ｅ  ヒ

絵本 請求記号

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。
　8 月23日（土） 11：00～ 次回　９月27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）

おはなし会　（図書館おはなし室）
＊としょかんえほん会＊
　 8 月 2 日（土）　11：00～ 次回　９月 6 日（土）

＊としょかんよちよちえほん会＊
　 8 月19日（火）　11：00～ 次回　９月17日（水）

＊としょかんえほん会+（プラス）＊
　 8 月はお休みです　 次回　９月13日（土）
＊スプーンおばさん＊
　 8 月 9 日（土） 14：30～ 次回　９月20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

ちょだつ とうさ よしひろ

ちょなつ むら い

ちょ

つく

てん ひかり

あけ みふる き

ちょりんは むろ

しゃしん し に ほんいち しゅっぱん

さく

がよしふみせは がわ

さくひろ せようかいこうつうあんぜん かつ や

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越しください。
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

２歳で被爆し、10年後に白血病で亡くなった佐々木禎子さんの
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「夏服の少女たち」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

みすゞ さんの詩をとおして、生かされている
喜びを熱く語ります。
と　き　９月23日（火・祝）
開　演　13：30（開場13：00）　
ところ　コスモホール
講　師　金子みすゞ記念館館長　矢崎 節夫 氏
演　題　みんなちがって、みんないい
　　　　　～金子みすゞさんのうれしいまなざし～
主　催　NPO法人いなみ文化振興協会
共　催　稲美町教育委員会

文化講演会
要入場整理券

８月１日（金）発行開始
１人につき５枚

まで

板づくりで皿やマグカップを作りましょう。
と　き　９月27日（土）9：00～12：00
ところ　ふれあい交流館創作棟
定　員　16人（先着順） 講　師　ふれあい陶芸
参加費　1,000円＋粘土代500円（１㎏）
申込開始　９月２日（火）9：00～

陶芸体験教室参加者募集

せつお

展示期間　11月５日（水）～９日（日）
募集部門　日本画、洋画、彫塑・工芸、書、写真
作品受付　10月11日（土） 10：00～16：00
と こ ろ　ふれあい交流館 ２階ホール

稲美町美術展の作品を募集します。
稲美町美術展作品募集

ちょうそ
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