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休館日：９月１日（月）・16日（火）
　　　　９月２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：９月１日（月）・16日（火）

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

④サンドブラスト教室
　ガラス製品に砂を吹き付けて絵を描きます。
と　き　９月27日（土）、28日（日）
時　間　９：30～12：00、13：30～16：00
参加費　300円　　　定　員　各回10人
※当日は自宅にあるコップ（中厚以上）やビンをお持ちください。

①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　９月６日（土）、７日（日）、10月４日（土）、５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
※作品は後日の引渡しとなります。
②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　９月13日（土）、14日（日）、20日（土）、21日（日）
時　間　９：30～12：00／13：30～16：00
参加費　500円　　　定　員　各回８人
③秋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
簡単な修理を学ぶ絶好の機会です。
と　き　・９月６日（土）［ところ　加古郡リサイクルプラザ］
　　　　・９月28日（日）［ところ　稲美町役場　駐車場］
時　間　９：30～12：00
参加費　300円　　　定　員　各日10人
※当日は自転車を持ち込んでください。（調整したい個所があれ

ば、申込時に必ず電話で伝えてください）

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）　※①は小学４年生以上が対象

募　集　３人乗り自転車をレンタルします！
　加古郡リサイクルプラザでは、「子育て世代に対してのリ
ユース、３Ｒの啓発」を目的として、３人乗り（幼児２人同
乗用）自転車のレンタルを行っています。
●利用対象 １歳以上６歳未満の幼児２人以上を養育して

いる稲美町及び播磨町の住民の人
●レンタル期間 １年間
 平成26年10月～平成27年９月（返却期間等を含む）
●募集台数 ３人乗り自転車　　20台
※応募者多数の場合は当組合で抽選を行い、結果をハガキでお知らせします。
●レンタル料 無料（修繕費や返却時の整備点検費は実費を負担してください）
●申込期間 ９月１日（月）9：00～９月12日（金）16：00まで
※申込条件、申込方法について、詳しくは事務所で配布またはホームページに

掲載する募集要綱をご覧ください（稲美町役場地域福祉課、図書館、子育て
支援センター、コスモス児童館でも配布します）。

●問 合 先 加古郡リサイクルプラザ　☎437-7671［平日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　９月７日、14日、28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（電話予約可）

と　き　９月21日（日）10：00～15：00（予定）
ところ　いなみアクアプラザ内　25ｍプール他 
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） 
　　　　（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　９月10日までに 参加費をお持ちのうえ、いなみアクアプラザで申し込んでください。
　　　　※電話による申し込み、予約は出来ません。
その他　※9月14日(日)までのキャンセルは全額返金します。以後は返金しません。

※9月21日(日)は大会終了15:00（予定）まで、プール一般遊泳は行いません。
※トレーニングルームは通常どおり営業します。

問 合 先　いなみアクアプラザ
　　　　　☎４９６－５８５１（毎週火曜日：休館日）

②『第7回　水泳大会』　参加者大募集！！②『第7回　水泳大会』　参加者大募集！！②『第7回　水泳大会』　参加者大募集！！

★第１水曜日の夜7時から夢コンサートでひとときを!★

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

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）

10/1 水 vol.218 エルマーノ【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

『そして父になる』
　愛した息子を、“交換”できますか？
　実の子か育ての子か、迫られる無情な
“選択”。「血のつながりとは、家族とは
いったい何？」と、魂に深く問う衝撃の物語。

宝くじ文化公演　TAO DRUM ROCK

　毎年恒例の海外合唱団（モ
スクワ）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）

　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
用いながら概念にとらわれない音
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）

入場無料入場無料

好評発売中

好評発売中

－ボーカルの精鋭たちがジャンルを越えた美しい響きを創る－

ボーカル・アンサンブル　ボーカデミア来日公演
コンサート2014

　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）

「十七人のサムライ」LIVE

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）～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。

世界が認めた日本映画

と　き　９月20日（土）
開　演  14：00（開場 13：30）
入場料　全席自由席　500円
　　　　（当日券のみ。10：00から発売します。）
主　催　NPO法人いなみ文化振興協会
共　催　稲美町教育委員会

わらび座

©2013『そして父になる』製作委員会

と　き　11月３日（月・祝）
開　演　17：00（開場 16：30）
入場料　全席指定 4,500円
　　　　（当日5,000円）

9月14日（日）
10：00～
前売発売開始

“T’s GARDEN”
岡村孝子コンサート2014
“T’s GARDEN”

9月7日（日）
10：00～
前売発売開始

新しく入った本

請求記号一般書

集団的自衛権の何が問題か 奥平　康弘／他編 323  シ
世界一しあわせな子育て クリスティン・グロスロー／著 599  グ
犬たちの明治維新 仁科　邦男／著 645  ニ
そして奔流へ 白川　道／著 Ｆ シラ

ゾウのひみつ 池田　菜津美／文 Ｊ 48 イ
ぼくのマルコは大リーガー 小林　しげる／作 Ｊ 91 コバ

請求記号
児童書

しょうてんがいはふしぎどおり 村田　エミコ／絵 Ｅ  ム
いえでをしたくなったので ドリス・バーン／絵 Ｅ  バ

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。
　９月27日（土） 11：00～ 次回　10月25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＊
　９月 ６ 日（土）　11：00～ 次回　10月 ４ 日（土）

＊スプーンおばさん＊
　９月20日（土）　14：30～ 次回　10月18日（土）

＊としょかんえほん会+（プラス）＊
　９月13日（土）　11：00～ 次回　10月11日（土）

＊としょかんよちよちえほん会＊
　９月17日（水）　11：00～ 次回　10月21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

ほかへんしゅうだんてきじえいけん なに もんだい おくだいら やすひろ

ちょこ そだせ かいいち

ちょ

いぬ めい じ い しん に しな くに お ちょ

とおるしらほんりゅう かわ

いけ だ な　つ　み ぶん

さくだい こばやし

えむら た

え

　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　矢崎 節夫 氏（金子みすゞ記念館館長）
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

第47回　稲美町菊花展

入場整理券
発行中

せつお

　秋のひと時を文化の森で過ごしませんか。
　甘酒やお茶席も用意しています。
と　き　９月６日（土）18：00～
ところ　ふれあい交流館２階ホール

入場無料

お弁当づくりを通して親子のコミュニケーションを深めましょう！
と　　き  10月26日（日）　10：00～14：00
と こ ろ  ふれあい交流館　調理実習室
講　　師　藤田　和昌氏
対　　象　５歳～小学生児童とその男性保護者
定　　員　12組（先着順）
※必ず児童1人につき保護者１人で申し込んでください。
参 加 費  1,500 円（キャラ弁グッズ代込）
申込開始  10 月 1 日（水）9：00～

チャレンジクッキング

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

観　月　会

と　　き　10月17日（金）～11月９日（日）　9：00～17：00
会　　場　いなみ文化の森　南側駐車場
主　　催　稲美町・稲美町教育委員会
共　　催　稲美菊の会（ふれあい交流館サークル）

出品者を募集しています。
申込締切　９月28日（日）

お父さんと一緒にキャラ弁

かずまさ
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